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司会：吉田克二特別企画委員 きょうは、北

朝鮮・金正恩体制のお話を慶應大学の礒﨑さん

にお願いしました。礒﨑さんは北朝鮮の専門家

であり、丁寧な研究で定評のある方です。 

金正恩体制が発足して2年たちました。礒﨑

さんには、見通しではなく、いまわかっている

ことから無理なく言える北朝鮮・金正恩体制の

現状をお話しくださいとお願いしております。 

「北朝鮮のいま」へのアプローチ 

礒﨑敦仁・慶應大専任講師 私が本格的に北

朝鮮研究を始めましたのは、大学院の修士課程

に入った1997年からです。金日成が死去して

3年後、まだ金正日は総書記にもなっていない

時期でした。冷戦が終結して6、7年たってい

ましたが、北朝鮮の経済は「苦難の行軍」とい

われるどん底の状態でした。総書記にも就任し

ていない金正日氏が果たして政権を全うでき

るのかと、議論になっていました。 

1989年に東欧革命でルーマニアのチャウシ

ェスク大統領が処刑され、90年に東西ドイツ

が統一し、91年にソ連が崩壊する。東欧すべ

ての社会主義体制とソ連が崩壊して、一方で中

国は改革開放に邁進する。その中で金日成主席

が死去して、果たして社会主義体制で初となる

世襲を実行した北朝鮮の金正日体制が全うで

きるか、崩壊するのではないか、そのような議

論がなされていたということです。 

もしそのころ、金正日総書記が体制を護持し

たまま天寿を全うし、そのうち金正日総書記の

息子、３代目が出てくるだろうなどと、このよ

うな場で申しあげていたら、失笑をかっていた

でしょう。金正日氏はまだ総書記にもなってい

ないのに、ソ連・東欧の社会主義体制はすべて

崩壊したのに、中国は改革開放をしたのに、北

朝鮮だけ旧来のスターリン型の体制を全うし

て３代目が出てくる――それは当時の感覚か

らすればナンセンスだったわけです。 

いまの金正恩体制が発足した 2年ほど前に

は、経験もない、業績もない、突然出てきた若

い指導者が３代目としてトップに立っても混

乱するのではないか、集団指導体制になって、

おじさんの張成沢（チャンソンテク）が支える

のではないか、といった議論がありました。し

かし、現状はちょっと違うようです。 

社会科学分野は、予想を超える事象が生じる

ことがあり、将来を見通すことは難しい。とは

いえ、いまの第１委員長・第１書記の金正恩氏

が、数十年後に政権を全うして、４代目が出て

くる可能性を排除してはならない。予想屋では

ありませんし、予想はたいがい外れるのがオチ

ですから、私はそうなるだろうと申しあげたい

のではありません。過去の教訓から、４代目が

出てくる可能性を排除してはならないという

ことを確認させていただきながら、議論に入り

たいと思うわけです。 

北朝鮮を研究していると自己紹介しただけ

で、残念なことに、うさん臭そうな目でみられ

てしまうのが常です。「なぜ、情報がない、よ

くわからない国を研究するのか」、もしくは「北

朝鮮のことが好きなのか」、そういう勘違いを

よくほかの分野の研究者からも言われてしま

う。 

将来予測が難しい。わからないことも多い。

わからないけれども、わからないなりにパーツ

をそろえて、ジグソーパズルのピースを集めな

がら、こうじゃないか、ああじゃないかと考え

ていかざるを得ない。北朝鮮という国が隣にあ

る限り、それを研究することを放棄するわけに

はいかないと考えるわけです。 

近視眼的な予測には限界 

とはいえ、限界があります。１つ目は、直接

的に接近できないという限界です。 

日本人であれば、観光で1987年以来、北朝

鮮に入国することができるようになりました。

90年代初頭には、名古屋や新潟からＡＮＡ（全

日空）のチャーター便が平壌へ直行便を飛ばし

た時期もありましたし、日本の最大手旅行会社

ＪＴＢや、近畿日本ツーリストも、「朝鮮民主

主義人民共和国への旅」、「北朝鮮ツアー」の催

行募集をかけていた時期もあった。 

私自身も何度か北朝鮮に、観光や別の形で入

ったことがありますが、入ったからわかるかと

いうと、そうでもない。自由に北朝鮮の人々に

アプローチできるわけではないですし、たとえ

北朝鮮の人々にインタビューする機会が与え

られたとしても、彼らが自分の思っていること

を正直に一見の私どもに言うかというと、そこ

にも疑問を感じるからであります。 

直接的に接近できないから、北朝鮮研究者は、

韓国に行って脱北者にインタビューをしたり、

中国に行ってわずかな資料をみたりと、間接的

に接近していくことをいままでやってきたわ

けです。 

さらに、近視眼的予測には限界があるわけで
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す。 

 

2011年12月に金正日総書記が死去して2年

と数カ月がたちました。あの金正日総書記の葬

儀の際に、金正恩と共に霊柩車に寄り添ってい

た7名、あの7名が当面のあいだ金正恩氏を支

えていくことに疑問を持っていた研究者、ウォ

ッチャーはほとんどいなかったように思いま

す。金正恩体制は、当面の間、霊柩車に寄り添

った軍人と党の幹部 7名が後見役となって支

えていくだろう、新聞によっては「集団指導体

制へ」と、はっきりと書いていました。人によ

っては「集団補佐体制」と、呼び方は違ってい

たかもしれません。しかし、2年もたたずして、

李英鎬（リヨンホ）総参謀長が失脚し、張成沢

（チャンソンテク）国防委員会副委員長が処刑

されてしまう。まさに近視眼的な予測には限界

がある。見誤っていたことが多々あろうかと思

うわけです。 

理由は2つ考えることができます。 

１つは、金正恩氏はデビューしたばかりで、

政権はスタートしたばかりであります。金正恩

体制発足後2年しかたっておらず、政策をパタ

ーン化して読み取ることができない。政策をパ

ターン化し、そこから法則性を見つけ出すほど

蓄積がないことが1点目です。 

核心的な証言がゼロ 

2点目のほうが重要だと思いますが、核心的

な証言がゼロであることを確認しなくてはな

らない。 

金正日総書記については、確かにベールに覆

われていた部分は大きかったかもしれません

が、金正日氏の指示で拉致されて、そのもとで

映画をつくったとされる韓国人申相玉（シンサ

ンオク）・崔銀姫（チェウニ）夫妻の証言、金

正日氏、さらに金日成主席のもとで長年働いた

といわれ、97年に韓国に亡命を果たした黄長

燁（ファンジャンヨブ）党書記の証言、さらに

子供時代の金正恩氏と遊んだとされる日本人、

「金正日の料理人」の藤本健二さんの証言、さ

らには長男・金正男（キムジョンナム）氏の証

言、甥・李韓永（イハニョン）氏の証言、伯母・

成恵琅（ソンヘラン）氏の証言など、多々ある

わけです。 

金正日総書記と寝食を共にしたとか、その仕

事ぶりを間近で長年みてきたという複数の

人々の証言があった。これらをクロスチェック

すると、金正日総書記は、国家の方針を自分で

決めていた、それに反論を挟む余地はなかった

し、議論を呈したり、何かを提案したりするの

に幹部たちは非常に慎重になっていたことが

わかるわけです。 

それに対応するほどの、それと同等の金正恩

氏に関する証言があるかというと、それはゼロ

である。金正恩氏にまつわる証言といいますの

は、子供時代に遊んだという藤本健二氏の証言

でしたり、スイス・ベルンに留学していた当時

の留学生の証言であって、最高領導者・金正恩

氏の証言ではないわけです。10年以上前の、

彼が10代のときの証言であって、どのように

政策決定がされていて、金正恩氏の考えがどの

程度反映されているのかというのが全くわか

らない。分析をするのは極めて困難な状況にあ

るといわざるを得ません。 

この前提をもとにお話を進めざるを得ない

ことのご了解を得つつ、しかし、細かい材料を

集めながら、いまの金正恩体制がどうなのかと

いうことを、お話申し上げたいと思います。 

 

北朝鮮は、日本からみますと非常に孤立して

いるといった報道がよくみられますし、少なく

とも一般の日本人はそのような認識を持って

いる側面があるわけです。確かに日本や、韓国

や、アメリカは、北朝鮮を非難して、経済制裁

を加えることもあります。しかし、一方で、北

朝鮮は国交正常化をどんどん進めてきて、いま

や160カ国以上と国交を正常化している。平壌

に在外公館を設置して大使を派遣している国

はそう多くはない。しかし、国連加盟国の 8

割と国交正常化している国を、果たして孤立し

ていると呼べるのかどうか。 

私も日本人ですし、どうしても日本に視点を

置いて北朝鮮を批判することは多々あります

が、果たしてグローバルな側面からみて北朝鮮

が日本に対して犯した主権侵害の罪である拉

致問題、もしくは日朝国交正常化交渉、北朝鮮

の人道的な問題に関心を持っている世界の

人々はどの程度いるのかなと考えながら議論

を進める必要もあろうかと思います。 

超高速で進展した権力継承 

金正恩体制は何しろ超高速で構築されたわ

けです。 

もう 5年半たちましたが、2008年 8月に金

正日総書記の健康が悪化したとされました。果
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たしてこの国はどうなるのだろうかと私も考

えましたが、その直後に金正日総書記は後継者

を指名したとされ、わずか 2年後の 2010年 9

月には三男といわれる金正恩氏が朝鮮人民軍

大将、党中央軍事委員会副委員長という形でデ

ビューを果たす。公式化されるわけです。 

この時点から、今後の後継体制というものは、

危機管理体制であった「先軍体制」ではなく、

本来の金日成型の、党を中心とした国家運営に

回帰するものと考えられたわけです。実際に、

わざわざ党中央軍事委員会に副委員長という

新しい職をつくったわけですし、その後、現在

に至るまで、重要決定は党中央委員会の政治局

が行っており、国家機関たる国防委員会が行っ

ているわけではないのです。 

その後、2011年12月に金正日総書記は死去

しました。その直後に金正恩氏は最高司令官に

就任し、翌年4月には第一書記、第１委員長に

就任するわけです。金正日総書記は約20年の

準備期間を経てトップに立ったのに対して、金

正恩氏は2年～3年間の助走期間のみでトップ

に立った。実績不足だからこの体制は不安定だ

というのが2年前の大方の見方でした。 

いまも安定しているのか、不安定なのか、核

心的な証言がゼロである以上、研究者としては

断言するわけにいきませんが、論理としては逆

のことも言えるわけです。つまり、2年間、3

年間の助走期間しかなかったにもかかわらず、

金正恩氏が軍と党と国家のトップに立てたと

いうことは、それだけシステムとしては磐石な

ものがつくり上げられてきた。日本が植民地支

配を終えた1945年、さらに建国した48年以降、

半世紀以上にわたって親子２代にわたって統

治してきたのですから、システムとしては相当

に磐石なものであったのではないかと考える

こともまた必要だと思うわけです。 

その後、重要人物の失脚が続き、さらに重要

人事が続き、とりわけ軍において新しい幹部が

登用されてきた、ここで金正恩第１委員長のひ

とり立ちと申しますか、金正恩第１委員長独自

の体制が、最近、徐々に形づくられてきている

ように思います。 

金正恩氏は1983年1月8日に生まれたとさ

れていますから、ことしで31歳。10代でベル

ンに留学していたことは明らかになっている

わけですが、いまだに北朝鮮の公式メディアは

金正恩氏が何年に生まれたのかさえ明らかに

していないのです。 

ただ、この2年間、金正恩氏は初代の金日成

主席のカリスマを利用して国を統治しようと

している、そういう演出をしているのではない

かと、ほぼ見解が一致しています。演説のスタ

イルが金日成主席と似ていたり、現地指導のス

タイルが似ていたりするわけです。 

一貫している北朝鮮なりの透明性 

幾つか新しい特徴を申しあげれば、北朝鮮な

りに透明性を確保しています。あくまでも「北

朝鮮なりに」でありますが、例えば2012年、

金日成の生誕100周年のときに、日本のとりわ

けテレビメディアを多く北朝鮮に入れて、これ

はミサイルではなくて人工衛星なのだから発

射場も見せる、ということもやる。例えば北朝

鮮の秘密警察の幹部であっても、重要な幹部で

あればその履歴を公表する。北朝鮮なりの透明

性を確保しているように思うわけです。これは

一貫しています。 

金正恩第１委員長の発案によるものなのか、

それとも周りの人たちが提案をしているのか

は残念ながらわかりませんが、張成沢氏の処刑

についても、張成沢氏を突如として映像や新聞

紙上から消してしまうことも可能だったが、そ

うではない。形式的であれ党の会議を開いて、

粛清しますよと北朝鮮なりの透明性をもって

示して、軍事裁判にかけるということをやる。

形を非常に重要視して、北朝鮮なりに公表する。

これは金正恩氏が出てきてから一貫している

ように思います。 

逆にいえば、非常に巧みだともいえます。決

して北朝鮮自体が開放的になったとは思えな

いにもかかわらず、いままであまり入れなかっ

た日本のテレビメディアが積極的に取材でき

る態勢を彼らが提供することによって、そのビ

デオ映像を見た日本社会の一部は、北朝鮮も少

しは開放的になっているのかもしれないと勘

違いしてしまう。そういう側面がつくられてし

まうわけです。 

2012年 4月に日本の多くのテレビメディア

が入った一方で、フジテレビにはビザが出なか

った。日本テレビやＮＨＫは入国できるのに、

フジテレビは取材できなかった。これはフジテ

レビにくぎを刺すだけではなくて、入国が許さ

れた別のテレビ局に対してもくぎを刺すこと

ができるわけです。「最高尊厳、最高領導者を

冒涜するような報道をしたら、あなたたち、次

の取材にまた入れないかもしれませんよ」とい
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うくぎを刺すことができる。これは非常に巧み

です。 

研究者に対してもあります。研究者数十名で

2年ほど前に入国しようとしましたが、ごく一

部の研究者は入れなかった。入国できる研究者

と入国できない研究者を選別することによっ

て、入国させた研究者に対してもくぎを刺すこ

とができます。「あなたたち、今後、批判をす

るようなことをしたら、あの人たちのように入

ることができなくなるかもしれませんよ」と。

そういう意味では、開放的になったというより

も、非常に巧みになった、メディアをうまく活

用しているなということを感じます。 

実利指向で「遺訓」統治から脱却 

ヒントの少ない中で金正恩体制をどのよう

に読み解くか。私の最近の研究は、金正恩氏が

発している論文、談話、演説の分析を中心に行

っています。例えば「先軍」とか、「主体」と

いうキーワードが何回出てくるかとか、金正恩

第１委員長の口から父親の「金正日」総書記の

名前が何回出てくるかとか、こういうカウント

を日々、研究材料にしています。 

金正日総書記との明確な違いを簡単に申し

あげるならば、金正恩第１委員長の言葉はイデ

オロギー離れ・実利指向ではないかと考えます。

イデオロギーを軽視しているとか、思想教育を

軽視しているという意味ではありません。金正

恩時代になりましてからも、特に張成沢処刑後

は、イデオロギー教育、思想教育の重要性につ

いて訴えています。しかし、「金日成・金正日

主義」ですとか、「主体思想」ですとか、「先軍

思想」ですとか、そういった思想的な概念を使

うのを金正恩第１委員長はあまり好んでいな

いように思うわけです。もっと直接的で、具体

的で、実利的な統治の仕方を好む傾向があるよ

うに思うわけです。 

「悪いことをしたら処罰されるよ」とか、「何

とか思想で徹底しなさい」という言い方ではな

くて、重要側近の一人と考えられてきた、身内

であった張成沢氏を処刑する、それによって恐

怖を直接的に植えつけさせて統治をしやすく

する。もしくは人々の食料問題を解決するとい

うことを明示していく。表現はよくないかもし

れませんが、イデオロギー教育、思想教育は重

要であるにもかかわらず、金日成主席、金正日

総書記がやっていたような従来の社会主義的、

模範的な概念整理ではなくて、より実利的な統

治を指向しているように思うわけです。 

さらに、北朝鮮の「労働新聞」を読み込んで

いきますと目立ちますのが、抜き打ち視察です。

一昨年、昨年も多々みられました。 

最高領導者はどこの国でも、その日どこに行

くかは分刻みで予定が決められている。事前に

この市場を視察するとわかっていたら、物がな

かったとしても、事前に近隣の市町村から物を

持ってくる。これだけ物が豊富にあります、わ

れわれの町は大変よくやっていますと最高領

導者に示してしまう。そういう現実を金正恩第

１委員長はわかっていることを示しています。

インターネットを使っているのかどうかわか

りませんが、おそらく金正恩第１委員長は国の

問題点を金正日総書記以上にわかっていて、だ

からこそ抜き打ち視察をする。 

国の現状が実際にどうなっているかを把握

し、それに対する処方箋を出したいけれども、

きちんとした処方箋を明確には出せない状況

なのではないかなと考える次第です。先代指導

者がどうであったかはわかりませんが、金正恩

第１委員長は国の問題点を把握し、それを何と

か解決したいという思いはあるように思える

わけです。 

しかし、金正恩第１委員長の正統性が、われ

われの考える民主主義的な選挙によって選ば

れたということに基づいておらず、あくまでも

革命の血統、白頭山の血統に求められている以

上、改革開放に転換した中国のような政策転換

を一気にすることは困難です。金日成主席、そ

して金正日総書記が積み上げてきた業績を真

正面から否定することはできない。むしろそれ

に寄りかかって権力基盤を強化していくのが

金正恩政権スタート当初のやり方であらざる

を得ないわけです。 

そういう意味で、金正日総書記が十数年前に

やったと同じように､金正恩第１委員長も金正

日総書記の遺言、「遺訓統治」を掲げたわけで

す。つまり、金正恩第１委員長の言葉を使うな

らば、金正恩第１委員長は「遺訓」を「一歩の

寸分の狂い、一歩の譲歩もなく無条件に貫徹し、

その道では絶対に変化はあり得ない」、「われわ

れに変わることなど何もない！」と述べていま

す。 

しかし、最近の人事もそうですが、ことしの

元旦に行われた金正恩第１委員長の「新年の

辞」から見える一番の特徴は、先代からのひと

り立ち、脱却にあると思います。昨年連呼して
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いた「遺訓」という言葉ですとか、先代の「金

日成」主席、「金正日」総書記の呼称、両者を

示す「大元帥様」といった言葉が激減したのが

今年の特徴でした。もう金正日総書記が死去し

て2年たちますから、今年はますます金正恩独

自色が強くなる傾向が「新年の辞」にも出てき

たように思います。 

さらにいえば、金日成主席が掲げた「主体思

想」の「チュチェ（主体）」、金正日総書記の掲

げた「先軍思想」、「先軍政治」の「先軍」、こ

ういった言葉も今年は「新年の辞」から減った

のでした。 

「先軍政治」の継承と変容 

金正日体制の象徴的な言葉でありました「先

軍政治」、これも当然、金正恩氏は継がざるを

得ないわけです。軍事を優先させる「先軍政治」

です。 

金正恩氏はこのように語っています。「幼い

頃から最高司令官（金正日）同志の戦士だとい

う自覚を抱いて軍人生活を送ってきた」、「私の

心には常に兵士達がいます。兵士達のためなら

ば空の星であろうと取ってきてやりたい」、「軍

隊を引き続き掌握しなくてはなりません」。そ

もそもあのように一人の人物もしくは一部に

権力が集中している体制においては、軍を軽視

してはならないことは、北朝鮮が歴史的に感じ

取ってきた教訓であるわけです。 

北朝鮮の「先軍」という言葉は金正日体制に

なってから出てきた言葉ですが、直接的な契機

は1989年の出来事にありました。 

すでに25年たつわけですが、1989年、ルー

マニアのチャウシェスク大統領が処刑された

あの事件です。ルーマニアで起きた市民革命を、

チャウシェスク大統領は鎮圧せよと命じた。し

かし軍はチャウシェスク大統領を引っ捕らえ

て処刑してしまった。東欧革命が起き、ルーマ

ニアでさえ崩壊してしまった。北朝鮮と大変友

好的な関係にあったルーマニアのチャウシェ

スク大統領の処刑を、当時の金正日書記、金日

成主席はどのように感じ取ったか。軍に寝返ら

れてしまったらすべてが終わってしまうわけ

です。 

一方、同じ1989年に起こった天安門事件は、

対称的な事件でした。天安門に学生たちが集ま

って民主化を叫び、中国共産党は中国人民解放

軍に鎮圧せよと命じ、解放軍はそれを鎮圧した。

その結果、25年にわたって中国は事実上の一

党独裁を継続することができた。 

ルーマニアも、中国も、北朝鮮にとっては大

変重要な友邦でした。片や軍が市民の側につい

てしまったから体制が崩壊した。片や軍が市民

を鎮圧したから体制が長らえている、だから、

人々に食事が足りなかろうとも、エネルギーが

足りなくても、経済難に陥っていたとしても、

軍をきちんと掌握していれば体制は崩壊しな

い。政治学的に当然のことですが、これを北朝

鮮では「先軍」と名づけて現在に至ったわけで

す。 

金正日体制というのはいわば危機管理体制

です。先軍政治を掲げて国防委員会を中心に、

金日成時代の党中心の国家とはちょっと違う

体制で17年間続いてきた。 

その間、北朝鮮はどうなったでしょうか。金

正日総書記の時代に入って、韓国は北朝鮮国内

に設置されたいわば特区に大量の観光客を送

った。中国は十数年間、北朝鮮との貿易額を大

幅に増加させた。事実上のミサイル実験をし、

核実験をしたにもかかわらず、昨年2013年は

中国と北朝鮮との貿易額は最高額に至ってい

ます。そして、金日成時代には持たなかった核

兵器の保有を宣言するに至るわけです。 

時代は大きく変わったと言わざるを得ませ

ん。体制を護持するために真剣になっていた、

国防委員会中心の、先軍政治中心の北朝鮮の危

機管理体制が、金正恩体制になって少し余裕を

持ったというか、いまやすぐに体制が崩壊する

状況にはないのではないか。経済建設に力を入

れ、党中心の金日成型の国家運営をしていきた

いと思うのは、北朝鮮なりには当然の動きであ

ったと考えられるわけです。 

しかし、先代の威光をかりて政権運営をせざ

るを得ない側面もありますし、「先軍政治」と

いう看板をおろすわけにはいかない。さらには

「社会主義」という看板をおろすわけにはいか

ない。これがほかの国、ほかの社会主義体制と

は明確に違うところです。社会主義の看板をお

ろしてしまったら、資本主義国の韓国に対して

みずからの正統性を訴えることが難しい、これ

が分断国家の宿命なのです。 

ですから、「社会主義体制」の看板、しかも

「先軍政治」の看板を掲げながら、でも経済建

設に力を入れていきたい、どうすればいいのだ

ろうというのが現在の金正恩体制の姿ではな

いでしょうか。 

先軍政治のあり方は変わってきているよう
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に思います。1つは、軍を統治する最高司令官

としてこわもての金正日総書記だったのに対

し、金正恩第１委員長は「最高司令官は戦友」

だと言っている。最高司令官を一般の兵士にま

でおとしめて「戦友」だと言っている。私たち

はあなたの仲間ですよというやさしい、いわゆ

る金日成型。金日成よりもさらにもっと人々の

中に入っていく形をとっている。 

もう１つは、金正日総書記時代以上に軍を経

済建設の主力部隊として投入している姿が「労

働新聞」などをみてもわかります。昨年、北朝

鮮が馬息嶺（マシンニョン）というところのス

キー場建設に力を入れて、大晦日に開場式典が

行われました。ここで重要な役割を担ったのも

軍人だと宣伝されています。 

強硬姿勢から対話モードへ 

「軍縮」と言うのは行き過ぎだと思うのです

が、北朝鮮なりに、「通常兵器で韓国にかなう

わけがない、だからこそ核兵器に力を投入して

きて、ついに体制護持の抑止装置としての核兵

器を持った、だからこそ経済建設に邁進した

い」という思いが徐々にみえ始めているように

思います。 

もちろん、日本を初めとした周辺諸国は、核

を放棄しない限り経済制裁をきちんと解除す

ることはあり得ないと考えているわけで、ここ

に常に矛盾をはらんでくることになる。 

2012年12月に「地球観測衛星」といわれる

ものを打ち上げた。そして2月に核実験を強行

して、3月には朝鮮戦争の休戦協定を白紙化す

ると宣言をした。 

「われわれは口だけだった過去とは違う」と

まで当時の「労働新聞」は書いていた。もちろ

ん、米軍基地に挑発行為を仕掛けるところまで

は考えられないにせよ、何かをして、それで対

話に持っていくと思っていました。 

しかし結果的に、何もせずに、4月、5月に

なって対話モードに勝手に切りかえていった。

勝手に緊張をつくり出して、勝手に対話モード

に入っていった。これは予想外のことでした。 

 

朝鮮戦争の休戦協定白紙化で、北朝鮮が何か

しでかすのではないかと日本も緊迫していた

中で、3月 31日に、金正恩第１委員長は「経

済建設と核武力建設の並進路線」をみずから提

示しました。これは金日成主席が60年代に出

しました「経済建設と国防建設の並進路線」の

焼き増しであることは間違いないわけですが、

当時の金日成主席は国防のほうが重要だと明

確に述べていたのに対して、今回、金正恩氏が

掲げたのは経済建設のほうに重点が置かれて

いる。北朝鮮は金正恩氏なりに核を保有したこ

とに自信を持っているのではないかと考える

わけです。 

この3月31日の金正恩氏の談話でもう１つ

重要なことは、金正恩第１委員長みずから初め

て、なぜ北朝鮮が核を持たなくてはならないの

かということに言及した点にあります。中東地

域諸国の教訓だと、金正恩第１委員長はみずか

ら語っています。これは非常に興味深い。最高

領導者がみずから、なぜ自分の国が核を持たな

くてはいけないのかを語ったわけです。 

中東地域諸国の教訓とは何か。その当時の、

特に4月の「労働新聞」をみていますと、リビ

ア情勢に関する解説記事が出ていましたので、

リビア情勢にほらならない。リビアは、核開発

計画を外圧によって放棄した、世界でまれにみ

る国です。核開発計画を持っていたにもかかわ

らず、外圧に負けて核開発計画を放棄した結果、

経済制裁は解除されたものの、わずか数年後に

体制崩壊に追いこまれた国です。 

北朝鮮は、ほかの国の状況をみながら自分た

ちの体制をどうすれば長らえることができる

かを常に考えてきたからこそ、３代目に至るこ

とができた。ルーマニアの情勢をみて、天安門

事件の情勢をみて「先軍」をやった。同じよう

に、リビアの情勢をみて、核を放棄できないと

彼らは判断しているわけです。 

最高領導者みずから中東地域諸国の教訓だ

と述べ、さらに北朝鮮の憲法に自分たちの国が

核保有国だと明記してしまった以上、金正日時

代のように核を交渉のカードとして用いる段

階ではなくなったのではないかという懸念を

持っています。もちろん、あのような体制です

から、トップが突然、われわれが考えていない

180度違う方針転換をする可能性は完全には

否定できません。しかし、核を放棄したらどう

なってしまうかということを「中東地域諸国の

教訓」として知ってしまった以上、核を放棄さ

せるのは相当難しくなってしまったのではな

いか。少なくとも金正日時代の2003年にスタ

ートした6カ国協議の、そのスタート当時の状

況とは違うのではないかと考えるわけです。 
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3代世襲という選択 

金正恩体制を考えるにあたってヒントとな

るかなという論点をお話します。私がふだん接

している学生さんや一般の方々から質問を受

けることの多かった3つの点です。 

1つは、あの国がなぜ３代世襲なのかという

ことを復習させていただきます。 

世襲の国は多々ありますが、平等という理念

を持っているはずの社会主義を掲げているか

ら批判をされてしまう側面もあるわけです。 

社会主義体制初の世襲をなし遂げた金日

成・金正日体制は、ついに３代世襲に至った。

そもそも金日成主席は息子の金正日氏にバト

ンを渡すにあたって、やはり諸外国、友好国か

ら教訓を得ていたわけです。北朝鮮自身が、こ

れはソ連の教訓だったと説明しています。1956

年にソ連のスターリン批判をフルシチョフが

行ったことであります。 

スターリンは明確に後継者を定めてバトン

タッチできる体制を整えておかなかったから、

1953年にスターリンが死去してわずか 3年後

に、後継者となったフルシチョフがソ連共産党

20回大会でスターリンを批判することになる。

ソ連の友好国で、当時はまだ影響力が及んでい

た北朝鮮の金日成は、それをどう考えたか。後

継者を決めていなければ、自分が死去した後、

自分の業績が台なしにされてしまうかもしれ

ないと懸念を持つに至るわけです。 

さらに、中国も後継者選びに失敗している。

絶大な権力を持っていた毛沢東は60年代後半

に林彪を事実上の後継者として公式化してい

ましたが、71年に林彪がクーデター未遂を起

こす「林彪事件」という不幸に毛沢東は遭って

しまう。中国とも同盟国にある北朝鮮の金日成

はどう考えるか。これは自然な動きであるとも

いえます。 

すなわち、生きている間に後継者を決めなく

てはいけない、しかも、絶対に自分を裏切らな

いであろう後継者を定めておかなければいけ

ない。必然であったと言っても良いでしょう。

金日成主席は、同盟国である中国が反対する中

でも、息子である金正日氏を後継者に定め、慎

重ながらもそれをやってのけたのです。 

北朝鮮は1970年から80年代にかけて、なぜ

社会主義であるにもかかわらず世襲をするの

か、息子の金正日氏がなぜ最高領導者になるの

かということに関して論理構築をしていく。金

正日氏が「優秀」であるとされたばかりか、金

日成主席の血統、「革命の血統」というものが

すばらしいから、それを継いだ息子が最高領導

者になるべきだと。ざっくり申しあげると、ロ

イヤルファミリーの神格化が加速化していく、

これが70年代、80年代の動きです。 

そこから北朝鮮は30年以上走り続けた。金

正日総書記の健康が悪化した2008年夏に、い

ざ自分の後継者を決めようとしたとき、集団指

導体制にしましょうとか、自分の血を継いでい

ないほかの人を決めようとなれば、自分の正統

性はどこにあるのかということになる。金正日

総書記がそうしたかったかどうかにかかわら

ず、自分の身内、自分の子供から後継者を選ば

ざるを得ない体制がすでに構築されていた。こ

れがシステムの磐石化と申し上げるところで

す。 

金正日総書記は、自分のパワーがある生前の

間に、3つのことをやってのけました。１つは

後継者を指名しておく。党代表者会で公式化を

する。「遺訓」を残す。 

それだけではなく、第2に、後継者を支える

後見役が誰であるかを、きちんと生前の間に指

名しておく。ですから、2008年末から人事は

大きく動いていったわけです。 

第３に体制の枠組みを再規定していったと

ころです。11年ぶりに憲法を改正し、30年間

も改正することのなかった党規約をわざわざ

改正して、自分に万一のことがあったら、この

枠組みでもって後継者が統治していく、こうい

った規定を再確認していった。 

例えば党政関係でいいますと、憲法第11条

の堅持を再確認する。「朝鮮労働党の領導の下

にすべての活動を行う」ということを北朝鮮の

憲法で再確認する。国家よりも党が上であると

いうことです。 

党軍関係は「朝鮮労働党が領導する先軍政

治」となっています。例えば張成沢粛清後にそ

の権力動向が注目された崔竜海（チェリョン

ヘ）氏は、もともと軍人ではない。党人です。

党の幹部だった人物に軍服を着させて、党が領

導する先軍政治という形づくりをしていった

わけです。 

わずか 2年ほどの間にここまでやって金正

日総書記は死去した。歴史にifはないといい

ますが、万一、この3つをやらずして金正日総

書記が2008年8月に逝ってしまった場合、北

朝鮮はどうなっていただろうかと思いを馳せ

ることがあります。 



 

9 
 

人民生活の向上を目指す 

3代世襲を強行した北朝鮮に、果たして住民

の不満はないのだろうかという質問もよくお

受けします。先にお話した通り、核心的証言が

皆無の状況で政策決定過程、中枢部の政治はわ

かりづらいのですが、社会の問題に関しては以

前よりかなり情報が多くなっていると言えま

す。 

それは脱北者によるものが大きい。北朝鮮か

ら中国などを経由して韓国に亡命した脱北者

は、すでに約2万5,000人います。日本に住ん

でいる脱北者も約200人いる。彼らは北朝鮮を

忌み嫌って来るわけですから、北朝鮮を悪く言

うに決まっているが、その辺の引き算をしても、

クロスチェックが可能になる。北朝鮮の生活情

報をかなり高い精度をもって分析ないし集め

ることができるようになってくる。 

私は、韓国の脱北者関連の研究者が言ってい

るものをなぞったりしているところもありま

すが、脱北者の話は共通しているところがある

ように思えます。彼らは金日成主席と金正日総

書記を区別して考えているということです。北

朝鮮の政府・党は、金日成、金正日、金正恩を

いわば一体として宣伝扇動しているが、実態と

して北朝鮮の人々は別のリーダーと考えてい

るのです。 

金日成は、日本の植民地統治から解放し、建

国を行い、朝鮮戦争を戦い抜いて社会主義建設

を行った。当時、ソ連の援助もありましたから、

それなりに食べることができた。 

その一方で、金正日が出てきてから食べられ

なくなった。だから、金日成主席に対してはあ

る程度、欽慕の念はあるが、金正日総書記につ

いては、心から尊敬している人はそう多くない

のではないか、こういったことを彼らは言う。

つまり、ご飯を食べられなければ、いかに教育

しようとも心から万歳を叫ぶのは難しいので

はないかと、非常に核心を突いているわけです。

それを知っているから金正恩第１委員長は、人

民生活の向上、軽工業、農業を中心とした政策

を行っていくと掲げているでありましょう。 

時代的な背景もあります。政治的な問題もあ

りましょうが、北朝鮮の人々はソ連から北朝鮮

が多額の援助を受けていたことを知らない。ソ

連が崩壊した直後に金日成主席が死去し、ソ連

からの経済的な援助がなくなって経済が混乱

したと同時に金正日総書記が出てきた。金日成

主席のときは飯が食えたのにという懐古趣味

も重なって、金正日総書記に悪口が集中してし

まうことになる。金正恩第１委員長に対する評

価は、やはり経済に本腰を入れることができる

かにかかっているわけです。 

体制崩壊しない理由は？ 

17年間の金正日総書記の体制を総括するな

らば、体制崩壊しなかった理由は次のように集

約できるように思えます。 

国内的な要因としては、巧みな統治システム

があります。市民革命は起きませんでした。

人々に不満があったとしても、その不満をネッ

トワーク化させて大勢を揺り動かすほどの動

きにならなかった。不満があることと不満を噴

出させることは、全く次元の違う問題です。 

北朝鮮は、日本よりも、韓国よりも長い 11

年、12年制の義務教育です。幼稚園年長から

義務教育を徹底し、大人になってからも教育を

続けます。積極的に忠誠心を引き出せるかどう

かはわかりませんが、体制に忠誠を尽くす以外

に選択肢はないことを知らしめるには十分な

効果があったと考えます。 

さらに、暴力装置もある。秘密警察に加えて、

東欧などではみられなかった家族、親戚もひっ

捕らえてしまう連座制とか、密告奨励もありま

す。移動・通信の制限もある。私はジャスミン

革命の状況を新聞報道でみて、リビアに移動の

自由があるんだ、と少しばかり驚きました。隣

の道（都道府県に該当）に移動するのにも許可

証が要る北朝鮮とは決定的に違う。国外と通信

したこともない、インターネットを聞いたこと

はあるが、見たこともない、使ったこともない

北朝鮮の人々と、リビアは違うわけです。 

クーデターは起きませんでした。徹底した縦

割り行政、つまり最高領導者以外にナンバー2

をつくらない、あの張成沢でさえ処刑されてし

まう体制、これはクーデターが起きない理由の

一つかと思います。人事も巧妙で、頻繁に異動

します。「先軍政治」といわれる体制を金日成

が構築して、70年たとうとしている。あの体

制に万歳を叫ぶ、あの体制を支えることによっ

ておいしい思いをしている既得権者も多い。 

私は国内政治、内政の研究者ですので、外部

の要因については簡単に触れるだけにいたし

ます。 

韓国国民は、いつかは統一したいという思い

はあるが、韓国主要紙の世論調査をみると、す

ぐに統一したいと考える韓国人はわずか1割。
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なぜならば、莫大な統一コストがかかる。ある

大統領諮問機関の調査によりますと、いまこの

状況で北朝鮮が崩壊して韓国が吸収するとな

れば、日本円で1人当たり約300万円以上の負

担が必要だといわれている。4人家族だとすれ

ば1,200万円～1,300万円の負担を強いられる。

1,200万円、1,300万円を出せる家庭がどれだ

けありますか。自分の生活水準を落としてまで

統一したいとは、韓国人は考えない。北朝鮮が

中国のように改革開放して、ある程度経済水準

が上がったところで現実的に考えましょうよ

と、韓国人の考えは変わってきている。 

さらに重要なのは、分断して70年近いとい

うことです。60年代、70年代、離散家族の問

題は大きな問題でした。しかし、もう分断して

70年近くたち、朝鮮戦争が休戦して60年以上

たっている。20代のときに離れ離れになって

しまった人も、もう80代です。今後5年、10

年とこのまま分断が続くのであれば、離散家族

の問題は変容していってしまうのは自明です。

つまり、北朝鮮との統一の切実性を韓国の若者

は以前よりも考えなくなってきてしまってい

るのではないかということです。 

中国は北朝鮮との経済協力を続けています。

昨年、中朝貿易は過去最高を示し、北朝鮮との

貿易相手国として圧倒的シェアを占めていま

す。日本としては理解しがたいのですが、中国

は中国なりの国益、論理があるのでしょう。 

あの統制のきいた北朝鮮でさえ、2万5,000

人も韓国に亡命している。もし北朝鮮のたがが

緩んだ場合に、どれぐらい脱北者が出てくるか。

一般の市民が脱北してくるならまだしも、北朝

鮮の兵士が武器を持ったまま中国に食べ物欲

しさに出てきたらどうするのか。もちろん中国

は武装脱北者をブロックしようとするでしょ

うけれども、治安悪化の懸念はあるのかもしれ

ません。さまざまな事情から、中国にとって北

朝鮮が不安定になるよりは安定していたほう

がいいと考えている。自分たちのように改革開

放へ誘導したいという思いがあるのでしょう。 

最後に一言だけですけれども、もしアメリカ

が北朝鮮にピンポイント攻撃でも仕掛けよう

ものならば、目と鼻の先にある韓国が、一時的、

非常に小規模かもしれませんが、被害を被って

しまう可能性がある。イラクのフセイン政権や

リビアのカダフィ政権のように、アメリカが北

を攻撃することを本気で考えるかというと、と

てもとてもその優先度は低かろうということ

です。 

果たしてこれが金正恩政権下にも該当する

のかどうか。これから少しずつ材料を揃えて皆

様方とご一緒に検証していく必要があろうか

と思います。 

＜質疑応答＞ 

庄子 淳（テレビ東京） 北朝鮮の外交関係

について質問します。北朝鮮と中国の関係につ

いて、現状、今後をどうみているのか。金正日

体制のときは、定期的とはいわないまでも、列

車に乗って黒竜江省、遼寧省に入ってきて、い

ろいろなところを視察しました。私が北京に駐

在しているときは、ＣＣＴＶと朝鮮中央テレビ

が同じタイミングで、こんな視察をした、こん

な会談をしたとか、エネルギー協力や食料支援

を取りつけて帰っていくと伝えることが多か

った。けれども、金正恩体制をみていると、党

間交流とか政府間の交流が若干希薄化してい

るのではないかと見受けられます。金正恩があ

まり中国に依存してしまうと自らにとって危

険なのではないかとみているのか、その背景を

どのようにみておられますでしょうか。 

わかりづらい中朝の同盟関係 

礒﨑 私は10年ほど前に3年間、日本大使

館専門調査員で北京に駐在しましたが、中朝関

係は、非常にわかりづらいですね。友好関係、

同盟は維持しているけれども、中国の研究者な

どに聞きますと、万が一アメリカが北朝鮮を攻

撃するようなことがあったとしても、その原因

をつくったのは北朝鮮だろうから、中国は応援

しないよ、と言います。 

確かに金正日総書記は、2008年 8月に倒れ

てから、後継者のことを思ってか、中国に頼ら

ざるを得ないことを思ってか、足繁く中国に通

った時期がありました。しかし、金日成主席が

死去した1994年の時点では、ソ連が崩壊し、

中国は改革開放政策を進めており、そして何よ

りも中国と韓国が国交正常化した直後で、中朝

関係は最悪の時期にありました。ですので、金

正日総書記がトップに立って初めて中国を訪

問したのは2000年のことです。つまり、金日

成主席が亡くなって 6年間は訪問しなかった

時期がある。 

その時期に比べたら、いまは貿易額もふえて

います。確かに国連の場で中国が対北朝鮮非難

決議に同調することがあっても、経済交流の実

態に鑑みますと、最悪の時期かどうかは、もう
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少したってみないとわからない。金正日総書記

の晩年には、北朝鮮と韓国の関係が悪く、経済

的には中国に頼らざるを得なかった。後継体制

を認めてもらうためにも中国に通っていた、あ

の晩年の金正日総書記の思いは、いまに必ずし

も反映されていないとは思います。 

金正恩体制がスタートしてすでに2年間、全

く金正恩第１委員長が中国に行っていないこ

とを考えますと、2年ぶり、3年ぶりに行くと

なれば、それなりのお土産がお互いに必要にな

ってくるでしょう。6カ国協議の再開などを初

めとして、お互いに何かお土産がないと行きづ

らいのかもしれませんが、実態は分かりづらい

です。 

金正日政権末期は、どうしても中国一辺倒に

ならざるを得なかった。中朝関係の長年の歴史

からみて、「事大」主義に対する「チュチェ（主

体）」ですから、中国に頼らざるを得ないのは

非常に厳しい選択だったと思うのです。それで

も頼らざるを得なかったことを考えますと、中

国と同盟関係を維持している以上、先に中国を

訪問するにせよ、直後に別の国を訪問するとか、

少しバランスをとりながらやっていこうとい

う思いはあるかもしれません。韓国との関係を

改善してからですとか。直接的な答えにはなり

ませんけれども、以上です。 

 

箱田哲也（朝日新聞） 金正恩さんは実利志

向ではないかというご指摘でしたが、どうして

も食糧事情を改善させねばならず、農業に力を

入れるのでしょう。しかし、北朝鮮が自力で食

糧問題を解決するには限界があります。これを

どういう方策で打開するとみられていますか。 

また、日朝の政府間協議が動き出しましたが、

金正恩・新体制の外交政策とりわけ対日関係で

は何らかの変化があるとみられていますか。 

韓国と接近し生活向上めざすのでは 

礒﨑 おっしゃるとおり、金正恩政権で農業

をよくしていこうとはっきりと打ち出してい

るにせよ、何か画期的な政策を打ち出せないと、

いままでと同様に画期的な転換は難しいわけ

です。 

しかし、いまの北朝鮮は、李明博政権以降、

関係が悪化した韓国と、徐々に近づこうとして

いますので、韓国についてはそれほど大きな譲

歩なくしても援助を引き出せると読んでいる

のではないかと思うわけです。思い至ったのは

ことしの「新年の辞」です。 

ことしの「新年の辞」は、金正日総書記時代

の無署名記事の新年共同社説とは重みが違う。

最高領導者みずからが韓国との関係改善につ

いて語り始めた。 

それとともに今年の農業の目標が掲げられ

ておらず、来年が朝鮮労働党創建70周年だと

いうことに重きを置いている。そんなにすぐ物

事が動くかどうかは私もわかりませんが、来年

の朝鮮労働党創建70周年を見据えて韓国との

関係改善を行って、それでいわゆる人民生活の

向上を目指したいのではないか。そこに至るま

でに何が起こり得るかわからないのですが、そ

れがことし元旦の時点での金正恩体制の思い

ではないかなと思います。 

私は経済専門ではありませんが、北朝鮮の文

献をみていて、金正日政権末期から、金正恩氏

が出てきてから、「足を地につけ、目は世界を

みよ」という考え方が一貫していると思います。

つまり、自分たちの技術で、自前で物をつくっ

ていきたいけれども、しかし、国外から資料を

集めてこいとか、国外から資料を集めるためイ

ンターネットを利用せよとか、そういったこと

も金正恩第1委員長は語っています。研修生を

国外へ、中国だけではなくてさまざまな国に送

って経済の状況を調べさせ、昨年の秋に「経済

開発区」の設置を発表しました。徐々に、試行

錯誤を重ねながらやっていくのかなという気

はいたします。 

ただ、これは希望的観測にすぎないといわれ

てしまえば、それまでです。いままでの北朝鮮

がそうでした。金正日氏が後継者としてデビュ

ーした1980年の直後に、1984年でしたか、北

朝鮮は合営法というものをやって、少し経済改

革開放の動きがみえ始めたといわれていた。そ

の後、羅津（ラジン）、先鋒（ソンボン）、羅先

（ラソン）の経済特区をつくって、やはり経済

改革開放に一歩進み出たと思われていた。2002

年、日朝首脳会談、最初の小泉総理の訪朝があ

ったときに、経済管理改善措置ですとか、新義

州経済特区、楊斌（ヤンビン）氏の拘束ですと

か、さまざまな動きがあった中でも、画期的に

北朝鮮の経済をよくする動きにはならなかっ

たように思うのです。 

そういう意味では、「社会主義」という看板、

「先軍」という看板を掲げて、さらに核は手放

さないという条件のもとに、どれだけ韓国以外

の国から援助を引き出せるかというのは、他の
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条件も重なるかと思いますが、すぐには難しい

ものと思われます。 

日朝関係については、日本が民主主義国家で

ある以上、10数年、日本の社会が拉致問題に

最大の関心を置いている以上、さらに、それを

北朝鮮がわかっている以上、日本は今後政治決

断を迫られてくる過程があるのかもしれませ

ん。また、それ以前に、北朝鮮のいまの最高指

導部が日本に対してどの程度関心があるのか

よく分からないのが問題です。 

2002年に小泉総理が初めて訪朝した。9・11

の後に「悪の枢軸」と呼ばれていたから、安全

保障の面を考えて日本の小泉総理を呼んだと

いう考え方もありますが、北朝鮮内政からみて、

やはり日本は経済支援、経済協力を引き出す重

要な相手方だったのでしょう。 

2002年9月17日に小泉総理が訪朝する直前、

2002年 7月1日に経済管理改善措置、北朝鮮

なりの経済改革が発表された。さらに小泉総理

の訪朝した直後に新義州経済特区が発表され

て、開城（ケソン）工業地区も法制化された。

その北朝鮮なりの経済改革開放をスタートす

るうえで、多額の援助を、そして高度な技術を

とり入れるために、日本が対象に入っていたな

と思います。 

北朝鮮の体制も中国以上に外交と内政がリ

ンケージしていると考えるべきです。司令塔が

1つであるならば、それぞれ別個の事象とみら

れるものも、もしかしたら1つでつながってい

るかもしれないと考えながらつなぎ合わせる

必要があります。あれだけの大きな政策転換が

出てきたからには、やはり日朝関係をそこに組

み込んでいただろうと私は考えます。当時、北

京にいた時にさまざまな経験をもとにそう考

えるわけです。 

今回、経済開発区を公表するなど、北朝鮮な

りに経済的に何かしようとしている側面で、日

朝関係があの2002年に匹敵するぐらい動こう

としているかというと、そこまでではないかも

しれません。日本が明確にその設計図に入って

きているかというと、日本から経済援助を引き

出せればそれにこしたことはないけれども、そ

こに至るまでに少し時間は必要だということ

を北朝鮮はわかっているように思います。 

 

平野亜由子（日本テレビ） 6カ国協議の話

ですけれども、ここ数年、北朝鮮は6カ国協議

よりも、アメリカとの直接対話の方により関心

があるのかなという印象を持っております。最

近、関係国も6カ国協議の再開より、それぞれ

のルートで対話していこうという傾向が強ま

っているように感じます。6カ国協議再開のめ

どをどのようにお考えでしょうか。 

もう1点は、アメリカの元ＮＢＡ選手のデニ

ス・ロッドマン氏が何度か北朝鮮に行って、金

正恩氏と2人が試合観戦している写真が「労働

新聞」の1面などにも掲載されております。素

人目でみると、北朝鮮がオープンになってきた

一面なのかしらなどと思ってしまうのですが、

プロの目からどのようにお感じになっている

のでしょうか。 

政策とは別のロッドマン氏招待 

礒﨑 日本としては公式に北朝鮮と接触が

できる非常に重要な場と考えてきましたので、

韓国、そして同盟国アメリカとともに6カ国協

議再開を訴えてきたのでしょう。おっしゃると

おり、2カ国間（バイ）の動きが活発化して、

日朝のチャンネルで対話は最低でもやってい

こうという動きになると、6カ国協議を再開し

ようという日本の声は、今までほど強くないの

ではないか。 

もし金正恩第１委員長が中国を訪問すると

き、もしくは中朝首脳会談が行われるときに、

6カ国協議を再開しようじゃないかという象

徴的な、お土産的な動きとしては使えるかもし

れませんが、スタートしてすでに11年、そし

て停滞して結構な年月がたっていますので、ど

の程度各国が本腰を入れてくるか、展望を申し

あげるのは難しいところです。 

ロッドマン氏の話で、藤本健二さんを思い浮

かべました。一部に権力が集中する体制におい

て、突如として最高権力者になった場合、最高

領導者はどういうことを考えるだろうかと、政

治学とは違うところで考えることがあります。 

金正日総書記も後継者指名をされた後に、韓

国の映画女優・崔銀姫さんとその元夫である映

画監督の申相玉さんを香港経由で拉致し、自分

のもとで長年にわたって映画をつくらせたと

いわれる。自分がしていくべき国家運営にどの

程度の意味があるのかというところとは別の

問題として、何か自身の嗜好が表面にあらわれ

ることはあろうかと思うのです。 

金正日総書記にまつわる手記などをみると、

若かりしときに、映画監督と女優を拉致し、北

朝鮮の映画水準を高めて、北朝鮮という国を世
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界に知らしめたいという思いも語っています。

それ以上に自分が会いたかったんだろうな、自

分が行くわけにいかないのであれば呼んでし

まうという感覚をあの手記から読み取れます。 

そう考えますと、ロッドマン氏に会ってみた

かった、バスケットボールのＮＢＡの選手を呼

びたかったのでしょう。最高領導者の子どもと

して、孫として育ってきたご自身にとって、ど

れぐらいの友人がいるのかはわかりませんが、

年齢は違うとも腹を割って話せたかもしれな

い藤本健二さんを呼んだことは、わからなくも

ない。 

ロッドマン氏の話で思い出すのが、1990年

代の「民主朝鮮」です。北朝鮮の新聞は、党の

機関紙は「労働新聞」ですが、政府の機関紙で

「民主朝鮮」があります。民主朝鮮を読み込ん

でいるときに、なぜかスポーツに関する記事に

は、「バスケットボール、バレーボール、卓球

などを初めとするスポーツ競技」などと書いて、

必ずバスケットボールがトップに出てきた。こ

れは何だろうと思っていました。2003年に扶

桑社から藤本健二さんの本が出て、金正日総書

記の子息・金正恩氏、金正哲（キムジョンチョ

ル）氏がバスケットボール好きだという証言が

出てくる。これかと思うわけです。これで点と

点が線となる。 

金正恩氏がデビューして最高領導者になり、

ロッドマン氏を1年間に4回も呼んで、そのう

ち3回も面会をする。さらに表舞台に出てきて

いなかった実妹・金与正（キムヨジョン）氏、

実兄・金正哲（キムジョンチョル）氏とも会わ

せているという報道をみますと、核、挑発行為、

ミサイル、外交戦略そして人民生活の向上、「新

年の辞」などを分析しているものとは違う、1

人の人に権力が集中しているというのはどう

いうことなのかなと考える必要があるわけで

す。 

 

山川友基（読売テレビ） まだ最高人民会議

代議員の新しい名簿の分析はできていないと

いうお話でしたけれども、父親が残した後ろ盾

が軒並みいなくなっていく中で、これから金正

恩体制を支える人間は、どういう面々が出てく

るのか。お話しいただける範囲内で伺えたらと

思います。 

80代の幹部3人の扱いに注目 

礒﨑 今後の展望は非常に難しいですが、

2008年 8月に金正日総書記が倒れて、半年も

たたずして後継者指名をされている。果たして

金正日総書記が倒れる前に金正恩氏が後継者

に決まっていたのかと考えると、後継者問題は

北朝鮮国内でタブーでしたでしょうし、金正日

総書記の中でどの程度腹が決まっていたのか

はわからないわけですが、後継者が決まって急

きょ公式化されたいうプロセスであったこと

は間違いない。そうすると、金正恩第１委員長

を支える人物が誰であるかということも急き

ょ決められて、現在に至っているわけで、養成

する時間は十分ではなかったでしょう。 

金正日総書記が早くして亡くなるというこ

とを想定することすら禁じられていた体制に

おいて、金正日総書記の次を支える人材をどの

ように養成していくかということは、当然、4

年、5年前までは全く考えられてこなかった。

そういう意味においては人材は不足している

と言わざるを得ないでしょう。きょうこれから

名簿をみますけれども、687人の代議員の中で

もわれわれの知らない名前がたくさん出てき

ているでしょう。それは、官僚組織として下か

ら上がってきた人のほか、金正恩第１委員長と

何らかの形で接点のあった人たち、さらに一部

にはその人たちの子どもたちも入ってくるも

のと思われます。 

最高領導者の後任はすでに決まって久しい。

金正日総書記の後任は金正恩第１委員長にな

ったわけですけれども、今後は、その周りを支

える人たちの後任が誰になるかというのが焦

点になります。 

形式的な、名目的なナンバー2とされている

金永南（キムヨンナム）氏は80代半ばです。

80半ばで今回もソチに行った。人間、寿命が

ある限りいつかは引退するわけで、円満に、「本

当にお疲れさまでした」という儒教の形で引退

させてあげるのか、それともぎりぎりまで働か

せるのかはわかりませんけれども、彼の後任を、

形式的であるとはいえ、考えなくてはいけない。 

霊柩車に寄り添って現在も活躍している 2

人、金己男（キムギナム）氏という宣伝扇動担

当者と、崔泰福（チェテボク）氏という議会担

当者、そして金永南氏の3人はいずれも80代

です。今回の選挙でも投票する姿が出てきまし

たけれども、いつかは世代交代していかなくて

はならない。その一つのきっかけとなりうるの

が5年に1回の今回の代議員選挙､それに次ぐ

来月の最高人民会議、さらには来年の党創建

70周年です。いままでもそうでしたから、こ
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としから来年にかけて人事は動くでしょうし、

必然的に世代交代は行われると思います。 

その中で、やはり長年金正日体制を支えてき

た80代の幹部たちの扱いに私は注目をしてお

ります。金日成主席が死去した後、金正日総書

記は何をしたかといいますと90年代半ばに大

幅に人事をかえて、しかし、功労のあった人た

ちを円満に引退させた。当時金日成主席を支え

た副主席の人たちはすべて、名誉副委員長とい

う新しいポストをつくって、そこに移行させる

ことで円満に引退させたわけです。ある意味で

これは、金正日総書記が、みずからの腹心で固

めるとともに、自分よりずっと年上のご年配の

方を鼻で使うようなことはやめて、きちんと引

退させてあげたとも見受けられるわけです。果

たして31歳といわれる金正恩第１委員長が、

きちんとそういったポストを用意して、80代

の長年尽くしてきた幹部たちを円満に引退さ

せるのか、それとも最期まで働かせるのかとい

うのは、ひとつ、金正恩第１委員長指導部の様

相をみきわめるうえでも今回は注目をしてお

ります。 

 

司会 礒﨑さんにゲストブックに書いてい

ただいたのは「北朝鮮の人々にも安寧を」とい

う言葉でした。礒﨑さん、きょうはありがとう

ございました。（拍手） 

（文責・編集部）

 


