雄志（おながたけし）知事と政府の「代理戦」の意味合い
も濃く、秋の知事選の前哨戦に位置づけられる。 （吉田
健一）
過去二十年間、五回の名護市長選では新基地建設の是非
が争点になった。
最初の三回は建設容認・推進派が勝利し、
直近二回は反対派の稲嶺氏が連勝した。今回は名護市沿岸
での護岸工事が本格化した後の初の市長選で、引き続き新
基地への立場が焦点になる。
稲嶺氏は、普天間飛行場の県外移設を求める政党や団体
でつくる「オール沖縄会議」の全面支援を受け、翁長知事
と共に移設阻止と訴える。渡具知氏は市議時代は建設容認
だった。市長選に出馬表明した後は賛否を明確にせず、経
済政策を前面に打ち出すが、辺野古移設を推進する政府・
自民党幹部が応援している。
地元で注目を集めているのが、公明党と支持母体の創価
学会の対応だ。名護市内の公明票は約二千票とされ、接戦
なら結果を左右する可能性がある。公明党県本部は普天間
飛行場の県内移設反対を掲げつつ、
渡具知氏推薦を決めた。
前回は自主投票としていたが、今回は踏み込んだ。
公明党県本部が対応を変えた背景に、昨年十月の衆院選
での自公の選挙協力が指摘される。自民党県連関係者は、
公明党が名護市内で比例票を過去最高の五千七百票余り獲
得したことに関し「自民票が流れた。市長選で連携する下
地は整った」と話す。公明党本部も「負ける選挙に支持者
を駆り出すなんてできない」
（幹部）と力を込める。
◆二階氏、組織引き締め 翁長氏、移設阻止強調
自民党の二階俊博幹事長は四日午後、沖縄県名護市を訪
れ、一カ月後に迫った同市長選の勝利に向けて組織の引き
締めを図った。同市長選では米軍普天間飛行場（同県宜野
湾市）の名護市辺野古移設の是非が最大の争点。翁長雄志
知事は年頭のあいさつで、移設阻止に向けた決意を強調し
た。
二階氏は同市内のホテルで党県連が推薦する新人を激励、
地元経済団体などとの会合も開き、
「党本部も一緒になって
最後まで戦い抜く。皆さんの奮起を心からお願いする」と
支援を要請した。
二階氏は、自民党と足並みをそろえて新人への推薦を決
めた公明党県本部も訪れ、謝意を伝えた。自民党県連の選
対会議では「
（勝利に向け）熱意を示すために沖縄に来た。
全面的に支援する」と約束した。
翁長氏は県庁で職員に対し「新基地を造らせないことを
県政の柱とし、
あらゆる手法を用いて取り組む」
と語った。

2018 年 1 月 6～7 日
憲法、沖縄・名護市長選、米軍ヘリ不時着、米朝・北韓関
係
改憲阻止が歴史的使命＝共産・小池氏
共産党の小池晃書記局長は６日、東京都内で講演し、安
倍晋三首相が憲法改正論議を自民党の「歴史的使命」と位
置付けたことに触れ、
「ならば首相の野望を止めるのは共産
党の歴史的使命だ」と述べ、改憲阻止に全力を挙げる決意
を示した。
小池氏は「首相は『自衛隊を憲法に書いていないから自
衛隊員は肩身が狭い』と言っている。しかし、警察だって
消防だって海上保安庁だって書いていないが、誰も肩身の
狭い思いはしていない」と強調した。
一方、小池氏は民進党の統一会派構想に関し、
「希望の党
との希望のない統一会派なんてやめて野党共闘に戻ってき
なさいと呼び掛けたい」と語った。
（時事通信 2018/01/0616:22）
名護市長選まで１カ月 沖縄知事選の前哨戦に 新基地争
点は６回目
東京新聞 2018 年 1 月 5 日 朝刊

二月四日の沖縄県名護（なご）市長選の投開票まで一カ
月となった。米軍普天間（ふてんま）飛行場（同県宜野湾
（ぎのわん）市）の移設に伴う名護市辺野古（へのこ）へ
の新基地建設に反対してきた現職の稲嶺進氏、建設を進め
る政府・与党が推す前市議の渡具知武豊
（とぐちたけとよ）
氏による一騎打ちとなる公算だ。基地建設に反対する翁長

沖縄で米軍ヘリ不時着＝けが人なし、島の海岸
６日午後４時ごろ、沖縄県うるま市の伊計島の海岸に、
米軍普天間飛行場（同県宜野湾市）所属の米海兵隊のヘリ
コプター「ＵＨ１」１機が不時着した。乗員４人や付近の
住民らにけがはなかった。
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るのは必至だ。

伊計島の海岸に不時着した米軍のヘリコプター＝６日午後、
沖縄県うるま市（岸本次夫氏提供）
沖縄では昨年１２月、普天間所属のＣＨ５３Ｅ大型輸送
沖縄県うるま市の伊計島の砂浜に不時着した米軍 UH1 ヘ
ヘリの窓が小学校に落下するなど、米軍機による事故やト
リコプター＝6 日午後 7 時 11 分
ラブルが相次いでいる。県は全米軍機の緊急総点検を求め
翁長雄志知事は記者団に「とんでもない話だ」と懸念を
ていただけに、県幹部は「徹底的な整備がなされなかった
表明。富川盛武副知事は取材に「言葉がない」と憤った。
ので、こうした結果になった」と指摘した。

伊計島でヘリが不時着した現場に向かう米軍関係者＝６日
夜、沖縄県うるま市
沖縄防衛局などによると、ヘリは飛行中に警告灯が点灯
し、事故防止のため伊計島の東側の海岸に着陸した。機体
に大きな損傷はなく、出火もなかった。爆弾などの危険物
は搭載していないという。
伊計島では昨年１月にも、普天間所属の米海兵隊の攻撃
ヘリ「ＡＨ１」が、機体の不具合で農道に不時着するトラ
ブルがあった。
伊計自治会の玉城正則会長は、今回不時着したヘリが大
きな音を響かせながら、低空で浜辺に向かう様子を目撃し
た。
「米軍機はどこに落ちてもおかしくない。抗議してもす
ぐに飛ばすし、感覚が違う」と批判。
「二度あることは三度
ある。また起きるだろう」と話した。
（時事通信 2018/01/0622:45）

不時着現場、沖縄・伊計島
河野外相「米側に申し入れる」 沖縄、米軍ヘリ不時着で
共同通信 2018/1/6 21:50
【マレ共同】河野太郎外相は 6 日、沖縄県うるま市の伊
計島に米軍ヘリが不時着した問題を踏まえ、再発防止を米
側に求める考えを示した。
「安全運航ができるように心掛け
ていただきたい。しっかり申し入れをしたい」と述べた。
訪問先のモルディブで記者団に語った。
米軍ヘリが不時着 沖縄・伊計島の海岸、けが人なし
朝日新聞デジタル 2018 年 1 月 6 日 21 時 09 分

沖縄・伊計島に米軍ヘリ不時着 続くトラブル、県反発
共同通信 2018/1/6 21:40
6 日午後 4 時ごろ、沖縄県うるま市の伊計島東側の砂浜
に、米軍普天間飛行場（宜野湾市）に所属する UH1 ヘリ
コプターが不時着した。県警などによると、乗員 4 人を含
めけが人は確認されず、機体は大破していないという。米
軍機の運用を巡っては、2016 年 12 月に輸送機オスプレイ
が名護市の海上に不時着、大破するなど事故・トラブルが
相次ぐ。昨年 12 月には宜野湾市の小学校運動場にヘリコ
プター操縦席の窓が落下したばかりで、県民の反発が高ま

住民
が撮影した、不時着した米軍ヘリＵＨ１＝６日午後、沖縄
県うるま市の伊計島、沖縄タイムス提供
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砂浜に不時着した米軍ヘリ（６日夕、沖縄県うるま市で）
＝提供写真

いけいじま
６日午後４時１５分頃、沖縄県うるま市の 伊 計 島
で、
「ヘリが不時着した」との１１０番があった。
県警うるま署員が駆けつけたところ、同島東側の砂浜に
米軍ヘリコプター１機が不時着していた。機体に目立った
損傷はなく、乗組員４人にけがはないという。
県警や沖縄防衛局によると、
機体は米軍普天間飛行場
（宜
野湾市）所属の多用途ヘリ「ＵＨ１」
。不時着したのは午後
４時頃で、米軍側は「警告灯が点灯したため、予防着陸を
行った」と説明している。
ヘリ近くで状況を確認した沖縄県基地対策課の金城典和課
長によると、沖縄防衛局の担当者は、爆弾などは搭載され
ていないと説明したという。
現場は最寄りの民家から約１００メートル。不時着した
砂浜の近くに住む男性（６５）は、きしむようなヘリのエ
ンジン音がしたため、心配になって現場に駆けつけた。ヘ
リからは数人の米兵が降りていて、近づかないように英語
で追い払われたという。男性は「一歩間違えば住宅などに
落ちてきたのではないかと思うと、恐ろしい」と怒りをに
じませた。

６日午後４時１５分ごろ、沖縄県うるま市の伊計（いけ
い）島の住民から「米軍ヘリが不時着した」と１１０番通
報があった。県警やうるま市消防本部によると、ヘリ１機
が島の南東の砂浜に不時着したが、
大きな損傷などはなく、
住民や乗員にけがはない。住宅から約１００メートルの場
所だという。
県警の発表では、不時着したのは米軍普天間飛行場（宜
野湾市）所属の多用途ヘリコプターＵＨ１。沖縄防衛局に
よると、乗員は４人で、県警などに対し「飛行中に警告灯
が点灯した」と説明。事故を避けるための「予防着陸」を
したと話しているという。
伊計島は那覇市の北東約４０キロにあり、沖縄本島とは
橋で行き来できる。昨年１月２０日にも普天間飛行場所属
の攻撃ヘリＡＨ１が農道に不時着した。沖縄では、このほ
かにも米軍機の事故やトラブルが相次いでいて、県民は反
発を強めている。

米軍ヘリ 沖縄伊計島砂浜に不時着 乗員、住民にけがな
し
毎日新聞 2018 年 1 月 6 日 19 時 44 分(最終更新 1 月 6 日
20 時 57 分)

米軍ヘリが伊計島に不時着、民家から１００ｍ
読売新聞 2018 年 01 月 06 日 23 時 01 分
伊計島に不時着した米軍ヘリＵＨ１＝沖縄県うるま市で２
０１８年１月６日、住民提供
６日午後４時ごろ、沖縄県うるま市の伊計島（いけいじ
ま）東側の砂浜に、米軍ヘリコプターが不時着した。米軍
の乗員４人や地元住民にけがはなかった。伊計島では昨年
１月にも米軍ヘリが不時着。その後も県内では米軍機によ
るトラブルは続き、昨年１２月には同県宜野湾市の小学校
校庭に米軍ヘリの窓が上空から落下する事故が起きたばか
りだ。県民の米軍機飛行に対する反発がまた強まるとみら
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れる。
沖縄防衛局などに入った情報によると、不時着したヘリ
コプターは米軍普天間飛行場（同県宜野湾市）所属のＵＨ
１。米軍側からは「警告灯が点灯したために予防着陸をし
た」との説明があったという。現場は島南部の住宅地に近
く、最も近い住宅までは約１３０メートル、農道までは約
６０メートルの距離だった。
島では、昨年１月にも同飛行場所属のＡＨ１攻撃ヘリコ
プターが農道に不時着した。
伊計島は、那覇市の北東約３５キロにあり、沖縄本島と
橋でつながっている。
【下原知広、平川昌範、佐藤敬一】
米軍ヘリ不時着 「被害なしは偶然」住宅まで１３０ｍ
毎日新聞 2018 年 1 月 6 日 20 時 59 分(最終更新 1 月 6 日
21 時 31 分)
また沖縄で米軍機が住民に不安の影を落とした。６日午
後に米軍ヘリが砂浜に不時着した沖縄県うるま市の伊計島
（いけいじま）
。
一番近い住宅までは約１３０メートルに迫
っていた。島では１年前にも米軍ヘリが不時着している。
のどかな島に響いた爆音に、住民からは「またか」
「もうや
めて」と悲痛な訴えが聞こえた。
現場近くに住む男性会社員（２５）は午後４時ごろに、
ヘリが低い高度で飛行していることに気づいた。慌てて見
に行くと、自宅の目と鼻の先にヘリが不時着していた。島
では昨年１月にも米軍ヘリが不時着したばかりだ。
「前回は
畑の方だったが、今回は集落に近い。不時着した付近の海
は漁師の父が素潜りをしている場所だ。たまたま今日は自
宅にいたが、父が漁をしていたらと思うと怖い。ぞっとす
る」と話した。
６０代男性は島内をウオーキング中に「バラバラバラ」
と異常な爆音を立てながら急降下してくるヘリを目撃した。
「この浜は夏場なら観光客が多く、冬場の今でも時間帯に
よってはサーフィン客がいる。被害が出なかったのはたま
たまだ。もうこんなことはやめてほしい」と憤った。
近くに住む病院職員の金城健さん（５０）も「またかと
いう感じ。前回に引き続く不時着なので、自治会にも状況
確認をさせるように県警に申し入れをした」と話した。
現場では機体から約１００メートルの距離に規制線が張
られ、日没後も投光器で照らして米兵らが波打ち際にある
機体を調べる様子が見られた。
【下原知広、平川昌範、佐藤
敬一】
沖縄で米軍ヘリ不時着 伊計島、けが人なし
日経新聞 2018/1/6 18:13 (2018/1/6 22:02 更新)
６日午後４時ごろ、沖縄県うるま市の伊計島東側の砂浜
に、米軍普天間基地（宜野湾市）に所属するＵＨ１ヘリコ
プターが不時着した。県警などによると、乗員４人を含め
けが人は確認されず、機体は大破していないという。米軍
4

機の運用を巡っては、2016 年 12 月に輸送機オスプレイが
名護市の海上に不時着、大破するなど事故・トラブルが相
次ぐ。県民の反発が高まるのは必至だ。
翁長雄志知事は記者団に「とんでもない話だ」と懸念を
表明。謝花喜一郎知事公室長は記者団に、外務、防衛両省
の担当者を９日以降、県庁に呼び、抗議する意向を明らか
にした。
防衛省沖縄防衛局によると、米軍ヘリは警告灯が点灯し
たため着陸。米軍は事故を避けるための「予防着陸」と説
明している。地元住民によると、防風林を挟んで約 100 メ
ートル離れた場所に住宅があり、米軍や警察が詳しい状況
を調べている。
県も職員を現場に派遣した。関係者によると、米軍は機
体を調査した上で、早ければ７日にも現場から撤去する予
定という。
伊計島は那覇市の北東約 30 キロで、沖縄本島と橋でつ
ながっている。昨年１月 20 日にも、米軍普天間基地所属
のＡＨ１攻撃ヘリが島内の農道に不時着するトラブルがあ
った。
〔共同〕
産経新聞 2018.1.6 18:46 更新
沖縄で米軍ヘリ不時着 けが人なし 伊計島

沖縄県うるま市の伊計
島の砂浜に不時着した米軍ＵＨ１ヘリコプター＝６日午後
７時１１分
６日午後４時すぎ、沖縄県うるま市の伊計島東側の砂浜
に、米軍ヘリコプターが不時着していると１１０番通報が
あった。県警などによると、けが人は確認されず、機体は
大破していないという。
政府関係者によると、機体はＵＨ１ヘリコプター。米軍
は事故を避けるための
「予防着陸」
と説明しているという。
現場付近に住宅はなく、米軍や警察が詳しい状況を調べて
いる。県も現場に職員を派遣した。
伊計島では昨年１月２０日にも、米軍普天間飛行場（沖
縄県宜野湾市）所属のＡＨ１攻撃ヘリコプターが農道に不
時着するトラブルがあった。
県の富川盛武副知事は取材に「言葉がない。あまりに頻
度が多く、米軍内のシステムの問題ではないかと思わざる
を得ない」と憤った。
伊計島は那覇市の北東約３０キロで、沖縄本島と橋でつ
ながっている。

米軍ヘリ 沖縄 伊計島の砂浜に着陸
ＮＨＫ1 月 6 日 20 時 37 分
６日夕方、沖縄県うるま市の伊計島の砂浜に、アメリカ軍
のヘリコプターが、警告灯が点灯したため着陸しました。
けが人はいないということですが、沖縄では後を絶たない
アメリカ軍の軍用機によるトラブルへの反発が強まってい
ます。
６日午後４時ごろ、沖縄県うるま市の伊計島の東側の砂浜
に、アメリカ海兵隊のＵＨ１ヘリコプター１機が着陸しま
した。
場は最も近い住宅から１００メートルほどしか離れていま
せんが、警察や消防によりますと、住民や乗員４人の中に
けが人はいないということです。
アメリカ軍関係者によりますと、この機体は普天間基地に
配備されていて、アメリカ軍は沖縄防衛局に対し、
「警告灯
が点灯したため、予防的に着陸した」と説明しているとい
うことです。
伊計島の自治会の玉城正則会長はＮＨＫの電話取材に対し、
「アメリカ軍のヘリコプターがいつもと違う音を出してい
たので見ていたら高度を下げ始め海岸に降りて行った」と
話していました。
伊計島では、去年１月にも普天間基地に配備されている海
兵隊のＡＨ１攻撃ヘリコプターが警告を示す計器が点灯し
たとして農道に着陸しています。
沖縄では、後を絶たないアメリカ軍の軍用機によるトラブ
ルへの反発が強まっています。
米軍が回転翼取り外すなど作業
伊計島の砂浜では夜になって機体がライトで照らされ、ア
メリカ軍の関係者が後ろの回転翼を取り外すなどの作業を
進める様子が確認できました。
ＵＨ１ヘリコプター
アメリカ軍のＵＨ１ヘリコプターは人員や物資の輸送など
に使われる多用途ヘリコプターで、沖縄県の普天間基地や
東京の横田基地などに配備されています。
おととし２月には横田基地所属のＵＨ１ヘリコプターが飛
行中にエンジントラブルを起こし、東京・調布市にある調
布飛行場に緊急着陸しています。
ＵＨ１ヘリ 去年はタイヤの落下事故も
人員の輸送などに使われるアメリカ海兵隊のＵＨ１ヘリコ
プターは、沖縄ではアメリカ軍普天間基地に配備されてい
ます。
去年３月には、沖縄本島北部のアメリカ軍基地「キャンプ
ハンセン」の民間地に近いヘリコプター発着場周辺で、訓
練中につり下げていたタイヤを落下させる事故を起こして
います。
後絶たない米軍機の事故
沖縄では、おととし１２月に名護市の浅瀬でオスプレイが
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大破する事故が起きてからも、アメリカ軍の軍用機による
事故やトラブルが２０件以上起きています。
このうち、去年１月には、今回と同じ、うるま市の伊計島
に普天間基地に配備されている攻撃ヘリコプターが不時着
しました。
また、去年１０月には、東村の民間の牧草地に大型ヘリコ
プターが緊急着陸し、炎上しました。
最近では、先月、宜野湾市の小学校のグラウンドに、普天
間基地を離陸した大型ヘリコプターから重さ８キロ近い窓
が落下する事故が起きています。
沖縄では、そのたびに、原因の究明や再発防止策の徹底を
求める声が上がっていて、後を絶たない事故やトラブルへ
の反発が強まっています。
伊計島とは

伊計島は沖縄本島の東にある島で、那覇市の北東およそ４
０キロのところにあります。アメリカ軍普天間基地からは
北東におよそ３０キロの距離にあります。沖縄本島から橋
を使って直接、行き来でき、海水浴場などがあります。
地元の人によりますと、現場は「東の浜」と呼ばれる海岸
で遠浅の海が広がり、冬場のこの時期でもサーフィンや潮
干狩りなどを楽しむ人が訪れるということです。
目撃した人「そのうち墜落するのでは」
当時の様子を目撃したという住民の男性は「いつもと違う
大きなエンジン音がしたあと、アメリカ軍のヘリコプター
が降下して行ったので、
確認しようと、
すぐに浜へ行った。
浜では、アメリカ兵３人がエンジンの状態を確認している
ようだった」と話していました。
そのうえで、男性は「そのうち墜落するのではないか。ア
メリカ軍のヘリコプターは事故が起きる可能性があり不安
だ。アメリカ軍が沖縄にいることの是非を言える立場には
ないが、
静かな島に戻してもらいたい」
と話していました。
外相「安全運航を申し入れたい」
河野外務大臣は、訪問先のモルディブで記者団に対し、
「被
害の情報は入ってきていないが、今、さまざま情報の収集
をしているところだ。安全運航は、沖縄県民の安全もそう
だし、実際にヘリを飛ばしている米軍にとっても大事なこ
とだ。しっかりと安全運航できるよう心がけてもらいたい
し、申し入れはしていきたい」と述べました。
県知事公室長「県民には大きな不信感」
沖縄県の謝花知事公室長は県庁で記者団に対し、
「アメリカ

軍の軍用機の整備に対し、県民は大きな不信感を持ってい
る。アメリカはもっと真摯（しんし）に考えるべきだ。連
休明けに、外務省と沖縄防衛局の担当者を呼んで厳重に抗
議する」と述べました。

傾く韓国との関係に揺さぶりをかける中、米韓両国は「完
璧に足並みがそろっている」とも強調した。
マティス氏は記者団に「会談は韓国と北朝鮮だけで行わ
れる。五輪参加問題を超えた議題を話し合うための関係国
は参加していない」と指摘。あくまで米国は韓国とともに
圧力強化を続けるという姿勢をアピールした。米韓の国防
相電話協議でも、北朝鮮の脅威や米韓同盟の強固さを確認
したという。
一方、ティラーソン米国務長官は５日、ＣＮＮのインタ
ビューで、南北高官協議が米朝の対話につながるかを問わ
れ、
「成果を待つ必要がある。判断するには時期尚早だ」と
述べた。
ティラーソン氏は、北朝鮮問題の最終目標は「完全かつ
検証可能で不可逆的な非核化」と強調。その上で「北朝鮮
と対話をどう始めるか、決まっていない。ただ、対話が最
終目標につながらなければならないと北朝鮮が理解してい
るシグナルが必要だ」と説明した。
また、トランプ米大統領がティラーソン氏を更迭すると
の米メディアの報道については「組織の運営手法は違う」
と違いを認めつつ、
「２０１８年は国務省にとって、とても
建設的な年となる。１年間、私はここにいるつもりだ」と
話し、更迭論を否定した。
（ワシントン＝土佐茂生）

韓国、代表に趙統一相提示＝南北会談で予備協議
【ソウル時事】韓国と北朝鮮は６日、板門店で９日に開
催される高官級会談に向け、代表団構成などに関する予備
協議を板門店の連絡チャンネルを通じて開始した。韓国統
一省によれば、韓国側は趙明均統一相を首席代表とし、文
化体育観光省当局者ら計５人からなる代表団の名簿を提示
した。また、北朝鮮側に対し、早期に代表団名簿を通知す
るよう求めた。
北朝鮮が趙氏を首席代表とする韓国提案に同意すれば、
対韓国窓口機関である祖国平和統一委員会の李善権委員長
を首席代表に充てる可能性が高いとみられている。
李氏は５日、趙氏に宛てた通知文で、高官級会談の開催
提案受け入れを表明した。議題は、２月に開幕する平昌冬
季五輪への北朝鮮の参加問題をはじめとする関係改善に関
連した問題とされている。
韓国大統領府高官は「平昌五輪への参加問題が最も重要
だ」と述べ、最優先議題とする方針を強調。会談の進展状
況を見極めながら、離散家族の再会行事や軍事的緊張緩和
策などについても話し合う考えを示している。
（時事通信
2018/01/06-18:00）

中国、南北対話への動きを歓迎…韓国と高官会談
読売新聞 2018 年 01 月 06 日 19 時 14 分
【北京＝東慶一郎】北朝鮮の核問題をめぐる６か国協議

韓国、閣僚級会談を北朝鮮に要請 代表団を提示
共同通信 2018/1/6 19:41
【ソウル共同】韓国統一省は 6 日、9 日に開かれる南北
会談の韓国側出席者として、趙明均統一相を首席代表とす
る 5 人の代表団の名簿を北朝鮮側に提示し、閣僚級での会
談を求めたと明らかにした。北朝鮮側には速やかに返答す
るよう要請した。
両国は、通常週末は運用しない板門店の南北連絡チャン
ネルを 6 日も稼働させた。7 日も引き続き協議する。
韓国代表団の残りの 4 人は統一省次官や平昌冬季五輪を
所管する文化体育観光省第 2 次官、大会組織委員会の幹部
ら。聯合ニュースによると、統一省当局者は「今後の実務
会談でより責任ある人間が率いる必要があるため、次官を
代表団に含めた」と説明した。

コンシュエンヨウ
の中国首席代表を務める 孔

鉉

佑 ・朝鮮半島事務

特別代表（外務次官）は５日、訪問先のソウルで、韓国首

イドフン
席代表の李 度 勲 ・朝鮮半島平和交渉本部長、韓国外交省

イムソンナム
の 林

聖

男 第１次官とそれぞれ会談し、朝鮮半島情

勢について意見交換した。
中国外務省の発表によると、孔氏は「韓国が

ピョンチャン
平

昌 冬季五輪を契機に、北朝鮮と対話を開始し、

関係改善に取り組んでいることを支持する」と述べ、南北
対話に向けた最近の動きを歓迎した。対話を通じた朝鮮半
島の非核化へ向けて中韓両国で力を尽くす方針でも一致し
た。

南北高官協議「平昌五輪についてのみ協議」 米国防長官
朝日新聞デジタルワシントン＝土佐茂生 2018 年 1 月 6 日
19 時 08 分
マティス米国防長官は５日、
韓国の宋永武
（ソンヨンム）
国防相と電話で協議した後、記者団に韓国と北朝鮮の間で
９日に行われる南北高官協議は「平昌五輪についてのみ協
議する」と語った。北朝鮮が圧力路線をとる米国と対話に

韓国、制裁順守の対応模索 北朝鮮の平昌五輪参加問題
朝日新聞デジタルソウル＝牧野愛博 2018 年 1 月 6 日 22
時 29 分
韓国政府は６日、平昌冬季五輪への北朝鮮代表団派遣な
どを話し合う９日の南北高官協議の代表団を趙明均（チョ
ミョンギュン）統一相や文化体育観光次官ら５人とすると
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決めた。韓国政府は北朝鮮の五輪参加で国連制裁決議や独
自制裁に違反しない対応策を模索しているが、派遣費用や
宿舎の支援、北朝鮮船舶の入港には調整が必要になりそう
だ。
代表団については、板門店の通信チャンネルを通じて北
朝鮮側に伝え、返答を待っている。
韓国は２００２年釜山、１４年仁川の両アジア大会など
の際、南北協力基金を使って１０億ウォン（約１億円）前
後を北朝鮮代表団に支援。釜山大会では、北朝鮮が貨客船
「万景峰（マンギョンボン）号」を宿舎として利用した。
仁川大会では朝鮮労働党の崔竜海（チェリョンヘ）副委員
長らが訪韓した。
平昌五輪を巡っては、開催地・…
米国務長官 南北対話の先行きを注視
ＮＨＫ1 月 6 日 10 時 43 分北朝鮮情勢
アメリカのティラーソン国務長官は、北朝鮮と韓国の対話
がアメリカとの間での非核化をめぐる対話につながると見
るのは時期尚早だと指摘して、核・ミサイル開発を進める
北朝鮮がどのような姿勢を見せるか、先行きを注視する考
えを示しました。
アメリカのティラーソン国務長官は５日、アメリカのＣＮ
ＮテレビとＡＰ通信のインタビューに応じました。
この中でティラーソン長官は、北朝鮮が韓国との対話の姿
勢を示す中、これがアメリカと北朝鮮の非核化をめぐる対
話にまで発展するかという質問に対し、
「そう判断するのは
時期尚早だ」と指摘しました。
そのうえで、
「北朝鮮がオリンピックのほかにも議題を提起
することがないか見守るつもりだ」と述べ、北朝鮮が対話
を通じて韓国、そしてアメリカにどのような姿勢を見せる
か、注視する考えを示しました。
また、ティラーソン長官は、朝鮮半島の非核化を目指すト
ランプ政権の方針は変わらず、
北朝鮮との対話については、
「対話のゴールは非核化だと理解しているというシグナル
が必要だ」と述べ、北朝鮮の非核化に向けた意思表示が必
要だと改めて説明しました。
一方、ティラーソン長官は、トランプ大統領との外交政策
をめぐる意見の違いなどから更迭論が取り沙汰されていま
すが、インタビューの中では「ことしも国務省にいるつも
りだ」と述べ、今後も職にとどまるとして、大統領から解
任をほのめかされたこともないと強調しました。
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