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渡航自粛の制裁措置

2010年9月25日から10月2日まで、朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）を8日間、

訪問した。1992年に訪問したことがあり、18年ぶり2度目の訪問である。2006年

10月9日北朝鮮が核実験をして以来、政府は制裁措置の一つとして、北朝鮮への

渡航自粛を決めている。このため、北朝鮮への渡航は難しく、チャンスはなかな

かなかった。10年前から日本記者クラブ内で勉強会を実施している「朝鮮問題を

考えるジャーナリスト懇話会」が訪朝の機会を打診していたところ、平壌の朝鮮

対外文化連絡協会から、「会員の訪朝を受け入れる」との連絡が出発1週間前に来

て、急遽、8人の会員が訪朝することになった。

北朝鮮旅行の扱いは中外旅行社（東京都台東区台東）が一手に引き受けている。

入国査証を在北京の大使館でもらい、北京か瀋陽から北朝鮮の国営航空である高

麗航空で平壌に向かう。入国査証や高麗航空の手配は、中外旅行社が総代理店と

なっているからだ。8日の朝、羽田を発って北京に向かい午後2時前に北京空港に

到着、午後2時半から開く大使館の領事部で入国査証をもらった。入国査証は、

パスポートに直接スタンプを押すのでなく、印刷された一枚の紙に顔写真を張っ

たパスポートの大きさで、パスポートに挟む形式になっている。

北京に1泊し、翌土曜日午後1時発の高麗航空で平壌に向かった。平壌には7泊

し、次の土曜日の朝9時発の高麗航空で北京に戻る日程。費用は、羽田～北京～

平壌往復航空運賃と北京空港送迎、北京のホテル代で計16万1840円、査証代270

元（約3800円）、平壌滞在費は7泊のホテル代、食事代、8日間のバス代と通訳案

内料計1250ユーロ（14万5000円）だった。制裁措置の1つとして、北朝鮮への渡
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航者に対し日本政府は円の持ち出しを10万円以内に制限している。もちろん10万

円では旅行できないので、10万円を超える持ち出しについては、税関で申告書を

書き許可を受けねばならない。羽田空港の窓口の女性は不慣れなためか電話で上

司と相談、許可が出るまでかなりの時間がかかった。

金正恩大将の登場

金正恩大将の名前が国民の前に明らかにされたのは、党代表者会が始まる9月

28日の朝だった。朝鮮労働党の機関誌である労働新聞や朝鮮中央テレビで、金正

日総書記の3男の金正恩氏が大将に指名されたことが報じられた。しかし、まだ

写真は公開されていなかった。28日の党代表者会の当日は、パトカーと4つのス

ピーカーをつけた広報宣伝車に先導された特別バスが28台続き、救急車とパトカ

ーが後ろを守る編成で、ホテルから会議場まで高速で走る車列が見受けられた。

この車列が通る時は近くの道路の通行を止める。交通渋滞がほとんどない平壌市

内で、私たちの乗ったミニバスが渋滞に巻き込まれいたので、前の方を見ると交

差点で警察官が出て交通止めになっていた。間もなく長い車列が猛スピードで曲

がっていったのだった。

翌朝の労働新聞とテレビで、金正日総書記が再び総書記に推挙されたニュース

と新しい党役員名簿・略歴が、大きな写真入りで報道されると、ピョンヤンの街

は、金正日総書記推挙祝賀で沸き返り、金日成広場で大集会が開かれ、街の広場

で若者のダンスや婦人の踊りが展開された。

金正恩大将の写真が登場したのは、翌々日30日の労働新聞と朝鮮中央テレビ。

労働新聞には、1面の4割を占める紙面に党大会の記念写真が掲載された。故金日

成主席の遺体が安置されている錦繍山記念宮殿の前で撮影された写真で、最前列

の椅子には19人の党幹部が並び、その後ろのヒナ段に代表が7段に並ぶ。椅子席

の中央に総書記、向かって右側に金永南最高人民会議常任委員長、左側2番目に

金大将が並び序列が5位であることを示している。右側5人目に総書記の妹である

金敬姫大将が並び、総書記のすぐ後ろに夫である張成沢党行政部長が立つ。テレ

ビでは、党代表者会の会場と議事の模様が繰り返し放映されていた。客席側の最
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前列に並ぶ金正恩大将にはカメラがなめるように焦点をあわせ、会場全体を写す

と大将の前にカメラが戻って来る映像が、何度も何度も映し出された。

訪朝メンバー8人のうち7人が過去に訪朝しており、7度目の訪朝者が2人もいた。

その全員が初めて案内されたのが、党創立事績館。市の中心部、平壌駅近くの小

高い丘の麓にある建物で、日本統治時代に平安南道の商工会議所だったところ。

金日成主席が開放直後、この建物を事務所として使い、1945年10月10日に、2階

ホールで朝鮮共産党創立大会を開いた。その後、他の党派を吸収合併し朝鮮労働

党と改名、今年の10月10日が党創立65周年記念日となる。朝鮮戦争で屋根の部分

が焼かれたが、修復し1970年に開館された。2階にはホールと主席の執務室や応

接室が残されている。1階が主席の事績の展示。現在の中国東北部で14歳のとき

に抗日闘争に立ち上がり、28歳で党と革命を組織し、33歳で党を創立した、とい

う。若い時代の活動が、写真や絵、新聞記事、文書などで紹介されている。見学

している誰もが感じたのが、新聞やテレビで初めて紹介された金正恩大将が、主

席の若いころにそっくり、であったことだ。

「テレビで金大将を見たとき、どう思いましたか」と、説明をした女性に聞い

てみた。「初めてでしたが一目ですぐわかりました。お父さんの金正日将軍にも

似ていましたが、おじいさんの金日成主席にたいへんよく似ていたからです」と

答えた。この事績館には、共和国の国民も多勢訪れていた。27歳とも28歳とも伝

えられている金大将が、おじいさんの主席が30歳前後で革命を指導していたのと

同様、「若くても指導者として十分できるのだ」という雰囲気づくりの役をこの

事績館が担っているのではないか、と感じた。近くには、主席が寝泊まりした建

物があり、畳、障子、ふすま、廊下がある日本式家屋が保存されていた。

金正日書記が後継者として明らかにされたのは1974年、52歳の時であった。そ

の時、党や軍の講演会で使われた言葉は「革命伝統は代を継いで永遠に継承発展

させる」という言葉。36年後の今度も、金正恩大将が登場後に「代を継いで」と

いうキーワードが盛んに使われるている。10月12日に共同通信と会見した宋日

昊・朝日国交正常化交渉担当大使は、「革命は一世代で終わるものではない。金

正恩同志を朝鮮労働党代表者大会で党中央軍事委員会副委員長に選出したのは、

われわれの革命を代を継いで進めるという人民の意志」と述べている。10月21日
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の朝鮮中央通信は、中国人民志願軍朝鮮戦争参戦60周年記念大会を前にした論評

で「朝中関係は代を継いだ親善関係」と強調、10月25日の大会で金永春人民武力

相は「朝中親善は永久不変であり、代を継いで輝くだろう」と演説している。

変わる平壌の風景

18年ぶりのピョンヤンだったが、まず感じたのが街が明るくなったこと。自動

車と自転車が増え、街を歩く人たちの速度がゆったりとなり、服装もカラフルに

なった。少年宮や小学校で会う少年少年少女が、以前は作り笑いのように感じた

が、今度の訪問では、1人1人が思い思いに笑い自然の笑いになった。女性がお化

粧するようになり、レストランや商店の若い女性は、つけまつげをしている人が

多かった。小学生の服装もカラフルになり、ミッキーマウスの漫画が描いてある

ランドセルを背負っていた。焼き芋屋や新聞スタンドなどの店もできていた。ピ

ョンヤン市民の生活がゆったりとした気分になり、お化粧をしたり人民服でなく

カラフルな衣服を着る余裕が出てきた、と見える。10月10日の労働党創建65周年

記念日に行進する女性たちの練習風景を、通りががったバスの中から見たが、大

勢の女性たちは、日よけの布を顔全体に巻き口元には口紅を塗っていた。

ピョンヤンの街に、イタリアレストランやハンバーガーショップも登場してい

る。凱旋門わきのハンバーガーショップで昼食を食べた。パンは冷たかったが、

ハンバーグもコーラも西側の味。ハンバーガー168ウオン（約148円）、紙コップ

入りのコーラ56ウオン（約49円）。一般の市民も食べにきており、店はにぎわっ

ていた。大同江ののほとりのイタリアレストランにも昼飯を食べにいった。スパ

ゲッティやピザなど本格的なイタリア料理を出す。ワインを飲んでいる市民もお

り、ピザに加えて冷麺をいっしょに食べているグループも横に座っていた。ミー

トソースのスパゲッティを食べたが、日本で食べるのと同じ味。ピザはみんなで

3種類たのんだが、生地が薄く歯ごたえがありチーズも十分で、ピョンヤンとは

思えない風味だった。ピザを焼く電気炉はイタリア製、イタリアから人がやって

きて味をチェックしているという。ミートソース600ウオン、ボンゴレ500ウオン、

ピザは400ウオンから600ウオン、アイスクリームは全種類200ウオン。9月30日の
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レートは1円＝1.135ウオンで、1ウオンが0.88なる。このうようなイタリアレス

トランは市内に三軒、ハンバーガーショップも数件あるという。日本より3、4割

安いが、人民の収入が低いため、このようなレストランで食事ができるのは、高

級幹部か自由市場で儲けた人たちに限られているのか、あるいは昔の中国のよう

現地の人にはもっと安い値段のメニューがあり、外国人と現地人の二重価格にな

っているのかもしれない。

6月1日には、凱旋門わきの凱旋青年公園のレジャーランドが、リニューアルオ

ープンした。1984年に竣工した敷地面積40万余平方メートルの遊技施設だが、去

年から1年かけて遊戯施設が新しくなった。施設は10近い絶叫マシンが並ぶ。す

べてイタリアから輸入し、世界で2つしかないという最新の絶叫マシンもあり、

日本にもまだ輸入していないマシンも並ぶ。科学館には日本製の大型ゲーム機が

並んでいた。ナムコとタイトーなど20台余。館の前に子どもが4列に並び、1ゲー

ムが終わると交替する仕組み。何度でも並び替えして、異なるゲームに挑戦する

少年たちもいた。金総書記が4月に訪れ、建設中の施設を現地指導した、という。

日本では「金正恩大将のアイデアで最新のレジャーランドがつくられた」との推

測があったが、案内の女性に「青年大将は総書記といっしょだったか」と聞いた

が、笑って答えなかった。毎晩7時から12時まで開いており、入場料は20ウオン

（約17円）。絶叫マシンに乗るは別に20ウオンから50ウオン（約44円）、それでも

長い行列で順番を待っていた。園内は若者や家族連れ、若い軍人で満員。施設内

には売店があり、ハンバーガーやちぢみ、アイスクリームなどが売っており、買

う人の列ができていた。門の前の広場には30件近い露店が出ており食べ物やみや

げ品を売っていた。

大同江ビール工場の直営のレストランが、チュチェ思想塔近くにできていた。

この店では生ビールが飲めるのが売り。軽くてベルギー風味。団員全部が「中国

のビールよりうまい」と評判だっった。従業員の女性の服装があかぬけていたの

には驚いた。お化粧して半袖、やや短いスカート、体にぴったりのライトブルー

のコスチュームをみんなが着ている。部屋で食事が始まると、従業員の行動が目

についた。部屋の入り口のソファーに乱雑に置いた8人のカバンやリュックを、

一つ一つていねいに横に並べ整頓していたのである。日本や中国のレストランで
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もしない気遣いだった。店が従業員を指導しているのか、個人的に気がついての

行動なのか不明だが、しつけの良さには感心した。生ビールは中ジョッキが日本

円で100円前後、市内のほかのレストランでも飲める。

ピョンヤンの風景が変わり始めたのは、去年あたりから、という。

通貨

国内で使う外貨は、公式にはユーロとなっている。アメリカや日本が経済封鎖

をしているため、円やドルは使えないはずである。しかし、ドルや円、人民元な

ど各国の通貨が使えた。ホテルや商店には1週間ごとに外貨交換比率の一覧表が

配られており、到着したときには9月23日付け、帰国のころには9月30日付けにな

っていた。9月30付けの交換比率表には、以下のように13の通貨のレートが記載

されていた。

ユーロ　　　　　1EUR 132.600

スイス　　　　　1CHF 100.400

スウエーデン　　1SEK 14.400

イギリス　　　　1GBD 154.900

香港　　　　　　1HKD 12.700

シンガポール　　1SGD 74.700

オーストラリア　1AUD 94.400

日本　　　　　　1JPY 1.138

カナダ　　　　　1CAD 96.000

中国　　　　　　1CNY 14.790

ロシア　　　　　1RUB 3.195

西アフリカ　　　1XAF 0.190

アメリカ　　　　1USD 99.000

みやげ物店で買い物をすると、それぞれの通貨の硬貨が用意されており、円で

1万円札を出しても、1000円札や500円、100円、10円玉でおつりをくれる。ユー

ロやドルでも、おつりの硬貨が用意されていた。現在、使われている朝鮮通貨を
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見たかったが、外貨がそのまま通用するので、見ることができなかった。「なぜ、

現地通貨に換えなくてもいいのか」聞いたが、「帰国するときまた外貨に戻すは

めんどうだから」という回答。以前は、外国人用の兌換券があった。現地人が使

う通貨は朝鮮民主主義人民共和国中央銀行が発行する人民券と、外国人が使う朝

鮮民主主義人民共和国貿易銀行が発行する兌換券があった。が、2009年11月のデ

ノミ後、兌換券がなくなり外国人は各国通貨で買い物をする仕組みになったよう

だ。

2008年に北朝鮮が告示した為替レートは1米ドル＝130ウオンだった。2009年11

月にデノミネーションを行い、1：100で100分の1に切り下げたはずである。2010

年9月23日の為替レートは1米ドル＝99ウオン。デノミ前のウオンに換算すると、

9900ウオンでドルに対し約76分の1に切り下がっている、ことになる。

軽工業と農業に拍車

2010年1月1日、労働新聞など3紙の共同社説は、「軽工業と農業に拍車を加えて、

人民生活で決定的転換を成し遂げよう」という論調を展開した。労働党代表者会

を歓迎する9月26日の労働新聞の記事でも、同じような言葉が並び、「CNC化で

人民生活を向上させよう」という文言も並んだ。つまり、「2010年から、人民の

生活向上のため軽工業と農業を発展させ、人民の生活を豊かにする食料や日用品

の供給に力を入れよう」という、党の方針を打ち出したのである。

09年から10年にかけてピョンヤン郊外に、タイル工場、ビール工場、果樹総合

農場などが操業を始めた。大同江タイル工場は、10年から始まった住宅10万戸建

設の建設資材を供給するのが主な目的で、09年4月に創業を開始した。9月27日に

見学したが、床タイル、外壁タイル、内壁タイル、瓦などの生産ラインが稼働し

ており、年間の生産高はタイル400万平方メートル、瓦20万平方メートルで、さ

らに工場を建設中だった。生産設備は中国からの輸入、CNC（コンピュータラ

イズド・ニューメトロリカル・コントロール）は、自主開発という。工場全体が

見える位置に中央制御室があり、煉瓦や瓦を焼く窯の温度、ライン各所の現況を

写すモニター、生産量などさまざまなデーターが、24時間管理されていた。
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CNCは、共和国独特の用語。去年秋からCNCの英語名を入れた歌が登場、朝

鮮語の新聞にもピョンヤンの街角にも、CNCの文字が登場している。コンピュ

ター数値制御で産業を高度化しようとするもので、独自の技術で開発している。

CNC運動は、コンピュータやNC装置だけでなく、品質管理の概念も含まれてい

るようで、工場内には従業員1人1人のグラフがあちこちにあり、工場の表には優

秀従業員を表彰した顔写真も貼られていた。

タイル工場で目を引いたのは、無煙炭をガス化する装置をもち、このガスで発

電し工場の電力をまかなっている。工場の副技師長の説明では、1万2000キロワ

ットの発電能力をもち自家発電で十分だという。タイルの原料を掘る鉱山や釉薬

をつくる工場も待っており、一つの組織で一貫生産、「効率的な運営で利益を上

げるために頑張っている」と副技師長の発言を訳した。「社会主義にも利益とい

う言葉があるのか」と聞いたところ、「『実利』という言葉を、わかりやすくする

ために『利益』と訳している」との通訳の説明だった。原料発掘から、製品を入

れる段ボール生産工場まで約2000人の従業員がいるが、給料と福利厚生費を含め

た従業員一人あたりの費用は日本円にして月7000円くらい、という。

CNC運動には、実利を上げるという概念も含まれているようで、地方の農場

では、圃場整備などで収穫が上がり、普通の農場の2倍の分配を得る農場も出て

来たそうだ。土地も収穫物もすべて国有だが、決算分配という制度があり、計画

より多く収穫すれば農場の集団に増収に応じた分配がされると、いう。

ピョンヤン市内から北東に車で40分。大同江果樹総合農場を訪れた。平壌市江

東郡三石区域円興里の735ヘクタールの広大な面積にリンゴが実り初めていた。

人民保安機関の内務軍が総出で2008年12月から土地の整備を初め、2009年3、4月

にイタリアから輸入した108種類31万9900本の苗を植えた。現在は大同江管理局

の管轄。小高い丘から眺めると、見渡す限りリンゴ園で、住宅500戸が2カ所につ

くられ1000人以上が住む。小中学校も新設された。「以前は、コメとトウモロコ

シ畑だったが、リンゴ園にしたほうが何倍も利益が上がる」と、案内の人が説明

していた。昨年秋には62トンのリンゴを収穫、今年から本格化し300トンの収穫

を目指す。2012年までに第2期工事を行い、1000匹の養豚場をつくり肥料を生産、

10万匹のスッポン養殖も行う。平壌市内には、すでにリンゴの専門店もあり、生
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産品は全国に配送する。スッポンは、有名な冷麺店・玉流館のわきに専門店を建

設中。2012年に開店予定という。

この途中に、民族公園が建設されていた。軍が仮兵舎をつくりそこに寝泊まり

して、土地を整備し、全国にある有名な建造物を本格的に建設している。動物園

が近くにあり、市民のレジャーランドにするのが狙い。やはり2012年が完成目

標。

市内から約40キロ離れた徳興里壁画古墳を訪問した。高句麗第24代広開土王の

時代、西暦408年につくられた北京周辺の知事だった人の古墳で、1600年前の壁

画が保存されている。2004年に世界遺産に登録されており、知事の生涯を記した

文章が壁画の中に残されているのが特徴。この辺りは米作地帯で、稲がたわわに

実っていた。一部で刈り入れが始まっており、大勢が出て手作業で刈り取ってい

た。小型バスで帰る道の両側には、自転車でコメの入った大きな袋を運ぶ自転車

の行列が続いていた。収穫物を集荷場に運んでいる様子だった。農村にはトラク

ターは希にしか見られず、手作業の米作が続いているようだ。「農業に拍車をか
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ける」政策では、圃場の整備、干拓、品種改良、肥料工場建設、トラクター製造

の近代化などで2012年までに飛躍的に発展させる、としている。平壌付近の今年

の作柄は良かったが、北部は水害がひどく全国的な収穫量か「刈り取ってみない

とわわからない」という説明だった。

2012年に経済目標

2009年10月、ソンジン（城津）製鋼連合企業所でコークスを使わないで製鉄で

きる技術が完成、コークスなしで生産された鉄鋼の生産が開始された。社会科学

院経済研究所李基成上席研究員の説明によると「共和国の製鉄は長い間、輸入コ

ークスにたよっていた。社会主義国があったのでコークスは容易に輸入できたが、

1990年代になって社会主義が崩れ、輸入が困難になった。そこで、コークスを使

わず国内に無尽蔵にある無煙炭を使った新しい製鉄生産システムの研究開発を進

め、チュチェ（主体）鉄の生産に成功した」。その方法は、大型酸素発生装置で

酸素をつくり無煙炭と酸素を使った溶融炉と運転炉を結合して製鉄する、という。

12月19日に現地指導した金正日総書記は「自分の力と技術でチュチェ製鋼法を完

成させたのは、第三次核実験よりも偉大な勝利である」と述べ、主要生産工程に

金日成勲章を贈ったという。

李上席研究員によれば、「人民生活の向上に必要な工業の4つの先行部門にも力

を注いでいる」という。金属、電力、石炭、鉄道の四部門。金属は非コークス化

で国内に豊富にある鉄鉱石と無煙炭で純国産の製鉄に成功した。電力は出力30万

キロワットのヒチョン水力発電所などを建設中で、2012年までに100万キロ弱の

水力が完成する計画。現在の総発電量を質問すると「700万キロワット。発電機

が古く稼働していないものもある」としている。水力が完成すると、水力と火力

の比率は6対4になるという。石炭は、炭鉱のCNC化で生産の合理化を進めてお

り、今年の産炭量は去年の1.5倍になりそう。鉄道は、「全線電化している。新し

い機関車とレールの重量化を進めている」（李研究員）。16年間とまっていたビナ

ロン繊維工場も今年から稼働、石炭と石灰を原料とした化学繊維の生産を始め

た。
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2012年に経済の目標が絞られているのは、「強盛大国の大門を開く年」として

いるからだ。金日成主席生誕100年、金正日総書記生誕70年で、めでたい年にな

る。この年に向かって経済発展と国民生活の向上を目指しているようである。そ

の目標は「かつての最高生産水準を突破すること。最高水準を具体的にいうと

1980年代。1990年代に経済封鎖と社会主義市場の崩壊で経済が衰えたが、この10

年経済的飛躍ができる物質的土台をつくった。その結果、2010年にかつての最高

水準を突破できる水準が出て来た」と李研究員。具体的な数字を聞いてみると、

1988年の一人あたりのGNP（国民総生産）は2530ドル、2007年のGDP（国内総生

産）は163億6000万ドル、1人あたりでは638ドルだった。最新の1人あたりのGDP

がどこまできているかは、統計がないが、韓国銀行の推計では2008年のGNPは

1068ドル。12年までの4年間で年率25％くらいの伸び率でないと、目標には届か

ない。これに対し、社経研は「人民生活に必要な400種類の製品の生産は、今年

は前年より20％から60％増えている」と、説明している。

金正日総書記は、「先軍政治」を進めてきた。「日本では軍国主義オンリーのよ

うに解釈されているが、それはちがう」という。「まず国防力を高め、その威力

で社会主義を守り、国力を強化・発展させ、人民の生活を向上させてゆく」順序

だという。北朝鮮は2006年10月9日に第1回の核実験を行い、去年5月25日に2回目

の核実験を行った。軽工業や農業の振興、重工業の新技術成功、CNC運動が具

体的に現れて来るのは、第2回の実験直後からだ。「第3次核実験より非コークス

化の製鉄は偉大な勝利」と語った総書記の言葉は、「2度の核実験で、われわれは

核抑止力を持った。そこに注ぎ込んでいた膨大な開発費や技術力を経済発展に回

し、国民生活を向上させる」、そんな図式かもしれない。9月末に咸鏡北道金策市

を訪れた金正恩大将が「過去には食糧がなくても弾丸がなければならなかったが、

現在は弾丸がなくても食糧がなけれならない」と語ったとの報道があり、3代目

登場を契機に「人民生活の向上」に力を入れる方針のようだ。
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北側から南側を見た板門店（上）と、会談場から見た38度線＝コンクリート部

分。左が北、右が南。兵士は北側。（下）


