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このコーナーは、
各メディア記事から抜粋して掲載しています。

北朝鮮の武力挑発を主導、金英徹氏とは
韓国政府「金英徹氏がいる限り南北関係の改善は難しい」
2011/08/02

朝鮮日報

2011/08/03

朝鮮日報

昨年起きた韓国海軍哨戒艦「天安」爆沈事件、延坪島砲撃事件は、北朝鮮が金正日総書記の三男、金正
恩党軍事委副委員長への三代世襲を公式化するために仕組んだものとする分析を裏付ける北朝鮮の
文書が発見された。
金正恩は、昨年（2010年）3月26日に天安爆沈事件が起きる2カ月前北朝鮮軍指揮部に対し
「2‐3月の（
南北）
情勢は非常に緊迫化するはずだ」
と語ったとされる。
資料によると、昨年（2010年）11月23日に発生した延坪島砲撃事件にも、金正恩氏は深く関与していた
とみられる。

「金正恩、金日成に似ようと６度の整形手術」

2011/06/28 中央日報
金正恩
（キム・ジョンウン）
が後継者に内定した後、
公式席上に登場するまで計６回の整形手術を受け
たという。
（北朝鮮の現高位関係者の話し）
整形は、
北朝鮮の住民から今でも尊敬されている祖父・金日成（キムイルソン）の風貌に似ることで、金
日成のカリスマを後継に活用するための作業と解釈される。

＜北朝鮮＞国内でひそかに流通、映画「クロッシング」

2011/0726 デイリーNK

最近では、
韓流ブームがアジアを越えてヨーロッパでも起きている。
しかし、
外部世界と断絶してい
る北朝鮮でも例外ではない。
統一外交安保専門誌NK Vision
（通巻26号）
8月号では、
「北朝鮮での
韓流ブーム」
を特集した。
同紙によると、
大都会の若者の間では韓国のドラマや映画を見ていない
人は殆どいないほどだ。
韓流ブームは地域や階層を越えて、
北朝鮮全域に広がっている現象であり、
北朝鮮住民の実生活にまで影響を及ぼしていると伝えた。
（以下は各有識者の発言＝編集者介入）
「知識人や青年が韓国のドラマを見ることで、
ドラマや映画を通じ自由民主主義社会の理想に憧れ
を持つようになるだろう」
「長期的には、
北朝鮮体制の変化をもたらす促進剤となる可能性がある」
「平壌などの全域で現れている現象。
階層別に区分すると、
検閲が比較的に緩い幹部層が積極的に
受け入れている」
「10人のうち7人は、
韓国の映像物に接し、
常時的に要求を持って入手している割
合は約1 / 4程度になるだろう。
市場が活性化され韓国製品の人気が高まり、
脱北者を介して韓国の
豊かな生活が伝わっている。
この様な憧れが韓流に影響を与え、
波及効果が高まっている」
「韓流ブームが中東のジャスミン革命のようになるためには、
「人口100万人を超える都市で特異な
事件が起こり、
それが火種となり数十万人に膨れあがる必要があるが、
当分の間は、
ジャスミンの革
命のような大きな変化は難しいだろう」
「北朝鮮政権に取り締まりる意志がないのではなく、
第一線
で取り締まる幹部が腐敗しており、
取り締まりをする意志がないため、
現実的なギャップが生じてい
る。
しかし、
常に危険と隣り合わせで有ることは事実」
北朝鮮内での韓流の源流は、
「強制北送された脱北女性が、
中国の公安の取り締まりから逃れるた
めに濃い化粧をしていた。
北朝鮮の女性がピアスや口紅を塗るようになったのは、
中国から北朝鮮
に送還された脱北女性を見て真似したからだ」
とデイリーNKのシン局長が説明した。
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韓流が強制北送された脱北女性によって伝播

「全階層で韓流拡散...7割は韓国の映像を見ただろう」

金総書記親子に影響力を行使︒傍若無人の金英徹︵写真 朝鮮日報︶

2011/07/05 デイリーNK
最近、北朝鮮の咸鏡北道などの中国国境地域の住民のあいだで、
2008年に韓国で制作された映画「クロッシング」
（監督キム・テギュン）
がひそかに流通し、人びとのあいだで人気になっていると、内部消息筋
が伝えてきた。
咸鏡北道で密輸業に従事する人物は、
「最近、
クロッシングのDVDを探
す人が増えた。当局による市場の取り締まりが強化されたが、住民は密
輸商などに追加の金を渡してまで購入している」
と伝えた。
「価格が通常よりも3倍も高い6000ウォン（約200円）ほどだが、モノがな
くて売ることができない」
と説明。

わずかな亀裂が︑
いかに厚い壁をも水を通し瓦解させる︒

「南北関係は緊張する」 天安事件の2カ月前に予告
金正恩氏偶像化の教育資料入手

8月

〜
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韓国政府関係者は1日
「金正日
（キム・ジョンイル）総書記が金英徹（キム・ヨンチョル）偵察総局長を解
任すれば、
南北関係改善に向けて最低限の配慮を示したものと判断する」
と述べた。
2009年2月に韓国への工作を担当する偵察総局長に就任した金英徹上将（中将に相当）は、
これま
での2年6カ月間、哨戒艦「天安」爆沈や延坪島砲撃、農協のネットワーク攻撃など大小さまざまな挑発
やテロを企画・実行してきた事実上の主犯だ。韓国政府は金英徹氏が金総書記の周辺にとどまる限り、
南北関係の根本的な改善は難しいとにらんでいる。
今年の初めまで北朝鮮は対話攻勢に力を入れていたが、2月には南北軍事実務会談を決裂させ、6月に
これらはいずれも金英徹氏が中心とな
は5月に北京で行われた南北秘密接触の内容を突然暴露した。
って行ったと韓国の情報当局は判断している。
韓国政府筋によると、金英徹氏は金正恩（キム・ジョンウン）氏が金日成軍事総合大学に在学してい
たころ、
軍事知識について個人授業を行った縁で、
正恩氏に大きな影響力を行使しているという。
南北が本格的な対話局面に入る場合、金英徹氏による突発的な事態も予想される。
韓国政府関係者は「金英徹氏が金総書記親子に影響力を行使している限り、最近の南北非核化会談や
南北外相会談も本格的な南北関係改善にはつながりにくいだろう」
と述べた。
南北が本格的な対話局面に入る場合、金英徹氏による突発的な事態も予想される。
別の韓国政府関係者は「金英徹氏の悪辣（あくらつ）
で前後を省みない性格からすると、粛正が現実と
なればクーデターなど極端な行動に走る可能性も排除できない」
と述べた。
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情報の流入が亀裂を起こす！
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《 アムネスティ インターショナル マスコミ用簡易報告を和訳したものです。》

Media

北朝鮮: 政治犯収容所

2011年5月3日

アムネスティ インターショナルは、指導者の継承
に備えて新たな弾圧の恐れがあるという今、北朝
鮮の政治犯収容所の恐ろしい実態を浮き彫りに
するための新たな映像と証言を公開している。
簡易報告の主な部分は、15人の元囚人と看守の
証言からなる。その15人の大部分は、安全を考え
て匿名にしている。

アムネスティ インターナショナルの要求
アムネスティ インターナショナルは北朝鮮のリーダー
金正日(キムジョンイル)に以下の要求をする。
・北朝鮮の政治犯収容所の存在を認めるように。
・至急、北朝鮮のすべての政治犯収容所を閉鎖するように。
・直ちに無条件で、全ての政治犯、及び連座により捕らえら
れたその親族を釈放するように。
・他のすべての囚人を釈放するように。
(ただし、
その囚人が独立した法廷において、公正な裁判
を受けたうえで再拘留される犯罪者である場合は除く。)
個人でも、
アムネスティのオンライン
請願書
(http://www.amnesty.org/en/
appeals-for-action/north-korean-political-prison-camps)
に署名するか、
ジュネーブの北朝鮮
代表団にレターを書くことによって
支援することができる。
付随事実
アムネスティ インターナショナル報
道担当局へのリクエストにより利用
できるすべてのもの。
広報担当
・ラジブ・ナラヤン
（Rajiv Narayan）
(アムネスティ インターナショナル
北朝鮮調査員)

・サム・ザリフィ
（Sam Zarifi）(アム
ネスティ インターナショナル アジア
太平洋プログラムディレクター)
衛星画像
・強制収容所15号(2011年4月、及
び2003年との比較)
・強制収容所14号(2011年2月)
・強制収容所18号(2011年2月)
・強制収容所22号(2011年2月)
写真
・耀徳（ヨドク）
の政治犯収容所15
号の内部の写真(存在が知られる
唯一のもの)
・ケーススタディの写真
・北朝鮮の一般的な写真
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復元写真
・拷問：4フィート 4フィートの立方
体の独房
・拷問：水責め
・拷問：飛行機拷問と呼ばれる拷問
・食物：量
補足映像
・衛星画像の解析
・政治犯収容所にて用いられる拷問
の方法の再現映像
・強制収容所で供給される食物の
再現映像
・北朝鮮内部の一般的な映像
・アムネスティ インターナショナル
アジア太平洋プログラムディレクタ
ーサム・ザリフィとのインタビュー
・元受刑者とのインタビュー
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た申東赫は
「5歳児用の学校に行か
され、読み書き、引き算のみ習わさ
れた。12歳になると中学校に行かさ
れ、労働もさせられた。母親と離さ
れ他の子供たちと過ごした。授業と
言えるようなものはなく、草刈、収穫
糞運びをさせられた。」
と証言した。
●申東赫は回想した。
「 13歳から
16歳の子供には危険な仕事をさせ、
仕事中多くの子供は亡くなった。一
日に4〜5人、亡くなる事もあった。
あるときは、8名もが事故で亡くなっ
た。3名が高いセメントの壁の上で
作業し、15歳の少女3名と2名の少
年は下でモルタル(建築材料)を持っ
て補助として働かされていた。モル
タルを運びながら、高いセメントの
壁が崩れ落ちるのが見えた。彼ら8
名は何トンもあるモルタルの下敷き
となり、彼らが救出されることは無
く、看守が言ったことは、作業を中
止するなということだけであった。」
●姜哲煥は仕事場で子供が死亡す
る他の事例を回想した。
「クラスの
子供たちに200メートルにわたり、
地下を掘るよう指示され、12名の
子供達がショベルでほり、他の子供
達が掘り起こされた土を袋やバケツ
で運び出していた。現場は非常に柔
らかい土質であった。教師は掘り進
めるよう指示するが、掘り進めれば
いつ崩れるか分からなかった。3日
後、上に立っていた6名が積み上げ
られた土砂とともに崩れ落ち、3名
が亡くなり、3名は重傷を負ったが、
教師は生徒の不注意の結果とのの
しった。」

強制労働

● 申 東 赫 は「 管 理 所 1 4 号では 、
1982年から1994年の最初の12
年間は、母親とともに暮らした。母
親には朝5時から夜11時までの農
作業が課せられていた。夜9時半に
は労働は終えるのだが、他の収容者
とともに1時間半の主体思想討論
会に出席させられた。夜11時以降
はどの収容者も外出が禁止されて
いた。母親は非常に忙しく、自分達
を慈しむ時間も気力も無かったので、
母親を思い出しても感情に突き動

かされる思いはない。
1992年、10歳の時、命令に従い、
母親と一緒に米の収穫へ行った。課
せられた仕事は完遂しなければな
らなかった。その日は、母親は特に
顔が青ざめ、ふらふらし、頭痛を訴
えていたが、
どんな体調であろうが
休むことは許されなかった。自分は
力の限りがんばったが、分担分を終
われそうに無かった。囚人管理人は
自分達の作業の遅さに腹を立て、他
の囚人たちが昼食をとる間、泥だら
けの道でひざまずいていなければな
らなかった。1時間半後,母親は作業
に戻るよう指示された。午後3時に
気を失うまでがんばったが、その夜
の総括では、40名の囚人が彼女の
怠慢さを批判するのを2時間ひざま
ずき、聞かなければならなかった。」
と明かした。
●金（1999年から2001年まで収
容された）
と李は、付け加えた。
「管
理所15号で朝7時から夜の8時ま
でトウモロコシ畑を耕すよう指示さ
れた。15名から20名からなる作業
班に分けられ、
それぞれ指示された
収穫量を達成しなければならなか
った。達せられない場合は集団で罰
が与えられた。3年間収監中の自分
達は常に飢餓状態のため虚弱であ
り、
しばしば、指示された収穫量に
達しなかったために、強打され、食
糧の配給は減らされた。それに加え
て、
ノルマが達成できなかった者は
作業後の総括でもひどく批判され、
他の囚人から叩かれた。」
「病気になれば収穫量がゼロになる。
そうなったとき、食事は与えられな
い。」
●Chaグァンホ
（Cha Kwang-ho）*
は、強制労働として木を引きずって
いた時、
ひどく背中を痛めた。傷がひ
どく働けなくなったため食料の配給
はなくされた。2001年栄養失調で
亡くなった。1995年1月に管理所
15号に収容された当時65歳のジャ
ーナリストであった。
（※訳者注：Cha Kwang-ho は“
実例と引用の死刑執行”に出てくる
Choi Kwang-ho の誤字とも考え
られるが確認出来ていない。）
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北朝鮮の処罰文化
●北朝鮮には、“自己批判”（ 思想闘
争）
という処罰文化がある。
どの階
級の人間も地域で定期的に行われ
る総括で自分と他人の批判を行わ
なければならない。
●管理所ではこれが1日の終わりに
大勢で行われる。怠ったものは囚人
管理人の命令でその集団メンバー
により強打される。
●一般社会では、中年女性を議長
とした総括がだいたい、週末に行わ
れ、様子を監視人に報告する。
ここ
で危険人物と見なされた者は、政治
犯として収容所に収監されることに
なる。
●有罪者と見なされた者は裁判に
かけられることなく、又、裁判が行わ
れるとしても、本人不在での実施で
ある。
●連座制で収監される者への裁判
は無く、連座されることさえ知らな
いことが多い。いつ釈放されるのか
も知らされない。

世襲に先立つ弾圧
1980年金正日による継承が労働
党で既決されたとき、朝鮮労働党に
よる粛清が行われた。10万人もの
人々が強制労働を宣告され8つの
収 容 所 に送られた 。約 3 0 年 後 、
2010年9月28日労働党中央委員
会総会で金正日の末息子、金正恩(
キムジョンウン)が党中央軍事委員
会副委員長に任命された。
このこと
により、彼は父親の権力を受け継ぎ
次期指導者になると見られている。
この決定により、処刑の数が急増し
たので、非常に多くの人間が収容所
へ送られたのであろうと考えられる。
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収容所情報
■管理所14号

平安南道 价川(ケチョン) (五つ
の谷にまたがる)

写真あり
完全統制区域
人口
50,000人以上の囚人とその家族
生産物
とうもろこし、豚、大豆ペースト、軍服、
タイヤ、
セメント、紙、
ガラス、陶器
寝具類
なし
衣服
半年に1回の支給
食事
1人一日700グラム
■管理所15号

咸鏡南道（ハムギョンナムド）
耀徳(ヨドク)

■管理所16号

■管理所22号
咸鏡北道 会寧(フェリョン)
写真有り
完全統制区域
人口
50,000名以上の囚人と家族
生産物
とうもろこし、
スイカ、
ジャガイモ、調
理油、大豆ペースト、
砂糖菓子、葉巻
寝具類
不明
衣服
不明
食事
不明
特記事項
多くは子供であるが、毎年1,500〜
20,000名が栄養失調で亡くなる
■管理所25号

咸鏡北道 清津(チョンジン)市
輸城(スソン)

完全統制区域
人口
50,000名以上の囚人と家族
生産物
不明
寝具類
不明
衣服
不明
食事
不明

咸鏡北道（ハムギョンプクト）
化城(ファソン)

完全統制区域
人口
20,000名以上の囚人と家族
生産物
不明
寝具類
不明
衣服
不明
食事
不明

■公式文書
より多くの情報をご要望の方は、以下にご連絡ください。
アムネスティ インターナショナル ロンドン
電話
+44 20 7413-5566
Email
press@amnesty.org
住所
International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK
URL
www.amnesty.org

《英和訳：NO FENCE ( NO FENCE in North Korea )
“北朝鮮強制収容所をなくすアクションの会”
E-mail: nfstaﬀ@netlive.ne.jp http://nofence.netlive.ne.jp/
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アムネスティー日本支部では︑強制収容所の即刻閉鎖を求める
ハガキを送る運動の呼掛けをしています︒︵表紙を参照ください︶
ノーフェンスの活動目的とも重なり勇気づけられます︒ご協力を︒

写真有り
完全統制区域と革命化区域
人口
50,000人以上の囚人と家族
生産物
大豆ペースト、砂糖菓子、
アルコール、
石灰岩採掘、
とうもろこし、羊、
フィルタ
ーつきタバコ、
あひる、箸、麺
寝具類
家族収容所のみ配布
衣服
家族収容所のみ年1回配給
食事
1人一日600グラムのとうもろこし
（年
1回のお粥と2回の米 配給）
子供1人300グラムのとうもろこし
特記事項
5人中2人は栄養失調で亡くなってい
る。
3〜4%の収監者は事故で亡くなって
いる。

■管理所18号
咸鏡南道 北倉(プクチャン)
写真有り
完全統制区域と革命化区域
人口
10,000名以上の囚人と家族
生産物
石炭、
セメント、陶磁器、瓦、
アルコー
ル
寝具類
なし
衣服
作業用衣服が1年に1回支給される
食事
ひとり1日300〜900 グラム

和訳協力：木原和子・石田英樹

