A Ticking Time Bomb
ついに射程圏内に
米国に迫る
「北のICBM」
の脅威
北朝鮮は7 月4日、ICBM（大陸間弾道ミサイル）
「火星14」の発射実験に成功した。
射程約7000 キロで、アラスカに到達可能と分析された。同28日、北朝鮮は ICBM を再び発射。
今度は射程約1 万3000 キロで、首都ワシントンを含め、米国のほぼ全域が射程圏内に入った。
専門家の間では、北朝鮮が ICBM に搭載可能な水準まで核弾頭を小型化するには、
あと数年かかると見られていたが、米国防総省の分析によれば、すでに成功しているという。
トランプ大統領は、
「世界が見たこともないような炎と怒りに直面する」と北朝鮮をけん制。
しかし、ティラーソン米国務長官は「攻撃の意図はない」と強調し、外交的解決を目指している。
偶発的な衝突を避けるためには、米朝双方が歩み寄り、対話するのが一番なのだが……。
＊今回はアンダーソン・クーパーに代わり、ジョン・バーマン（p.104 参照）が番組ホストを務めています。
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番組ホスト
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ジョン・バーマン
ABC ニュースを経て、CNN 入局。CNN の2

ニコラス・バーンズ
駐ギリシャ大使（1997 〜 2001 年）、NATO
大使（2001 〜’05 年）、政治担当国務次官
（‘05 〜’08 年）を歴任。ジョンズ・ホプキン

つの番組でアンカーを務める。今回はアン
ダーソン・クーパーの代わりに番組ホストを
務めた。ハーバード大学卒。1972 年生まれ。

ス大学高等国際関係大学院で修士号を取
得。1956 年生まれ。

＊ Skype で話しているゲストがいるため、音声がクリアでない部分があります。ご了承ください

91 アメリカは信念に基づいた、一貫性のある外交交渉をすべきだ
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