
L
.C

.N
.L

7

日本と関わりの深い国・北朝鮮。
しかし、この国に住む人たちの実情を知る人は少ない。
独裁国家。情報封鎖された国。そして飢餓の国。
それは確かに北朝鮮のある一面を見せているだろう。
だが、北朝鮮の素顔はそうしたネガティブな面だけではない。
民衆が力を持ち、この国を変えようとする動きがある。
この春刊行された『北朝鮮内部からの通信 季刊リムジンガン』という雑誌では、
そうした民衆の肉声をリアルに確認することができる。
この画期的なメディアを世に出すことを可能にしたのは、
一人の日本人ジャーナリストの、北朝鮮への強い思いがあったからだった。

北朝鮮への思い
そして変革の願い
ジャーナリスト／『北朝鮮内部からの通信 季刊リムジンガン』発行人

石丸次郎さん

NORTH KOREA  2008

北朝鮮内部からの通信
季刊リムジンガン
アジアプレス〈2,980円〉

B O O K

主な特集：ミサイルと核騒動／北朝鮮
経済官僚秘密インタビュー／匿されし
首都・平壌を撮った！／私は政治犯収
容所に10年いた／北朝鮮人民の暮
らし小話・ジョーク・噂話など
第二号は7月に発売予定

http://asiapress.org/apn/
『リムジンガン』に関するお問い合わせ
06-6224-3226
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リムジンガン。漢字で表記すると「臨津江」
（※1）。北朝鮮国内から38度線を横切り、韓国
に入って漢江（ハンガン）に流れ込む河川の
ことを北朝鮮読みでそう発音する。この河川を
タイトルにした雑誌がこの春、創刊された。
「僕は北朝鮮関連の取材を十数年続けてきま
した。ただ、北朝鮮の取材は我々のような外部
の人間が取材するのは、あまりに困難なんです。
なんとかしようとずっと頑張ってきたんですけど、
どうにも越えられない壁があるんです。そこで、北
朝鮮国内にいる人に取材をしてもらって、それを
世界に発信するメディアを作ろうと思い立った
わけです」

そう語るのはジャーナリストの石丸次郎さん。
この雑誌の編集発行人として多忙な日々 を送って
おり、取材時もまさに『リムジンガン』の英語版
の編集の真っ最中だった。
「こんなに大変だとは思いませんでした。だって
まず韓国版を今年の2月に出して、そのあと日本
語版が4月でしょ。で、今は英語版の作業中。
こんなに働いたのは初めてですよ。脳味噌が
鼻からずるっと出そうです（笑）」

冗談めいて話す石丸さんだが、韓国版。日本
語版。そして英語版。3か国のバージョンを発行
するところに、『リムジンガン』への意気込みが
うかがわれる。

「『リムジンガン』の役割とは、北朝鮮の内部
情報の流通にあると思うんです。特に韓国や日本
のように、北朝鮮に向き合っていかざるを得ない
国は、北朝鮮の情報はそれなりにあって、研究者
もいるんだけど、どうしても情報が断片的なものに
なりがちですから、北朝鮮のイメージが固定した
ものになってしまうんです。
たとえば、北朝鮮の人たちは洗脳されたロボット
のような存在だとか、飢餓の国であるとか。また
金正日さんが『右向け右』と言ったら、国民全員
が右を向く。それほどの影響力があるとかね。
でも現実は全然そうじゃないんですよ。北朝鮮
内部からの情報には、やっぱり目からウロコが
落ちるんです」

『リムジンガン』からの引用である。すべて民衆
の肉声だ。厳しい思想統制や言論の弾圧に遭い
ながらも、決してすべての北朝鮮の国民全員が、
金正日総書記のもとで一致団結しているわけで
はないことがうかがわれる。
「北朝鮮の固定イメージが崩れて、等身大の
姿に近づいていく。それが『リムジンガン』の創刊
意図です。あの国には、がんじがらめの官制
メディアがあるほか、自由にものが言えるメディア

はありませんからね。移動は厳しく統制されて
いるし、密告社会ということもあって、国内の
情報の流通がものすごく悪いんです。だから
自分の半径何十メートルのことはよく知って
いても、隣の村とか、遠い別の地域のこと、
別の階層の人たちのことはよく知らない。北朝鮮
の人がいちばん北朝鮮のことを知らない、という
アイロニカルな現実があります」

『リムジンガン』は最終的に、北朝鮮の人たち
に読んでもらいたいと話す。
「国内にいる人たちだけではなく、外国に業務
で出てきている人や、脱北者（※2）、一時的な
越境者にも是非読んでほしいですね。いったん
中国に越境・脱北した人たちの中には、また
北朝鮮に戻る人も多いからです。つまり、『リム
ジンガン』で得た情報を国内に伝えてくれる
媒介になってくれます。だから、とにかく目につく
場所、中国国境にある教会などに置いてもらって
います。脱北者からはけっこう反応があるん
ですよ。最近の若い脱北者は中国のインター
ネットカフェに出入りしますから、『購読したい』
というメールが来たりしますね」

『リムジンガン』で取材を担うのは、北朝鮮の
人たちだ。彼らは、石丸さんを始めとする編集
スタッフたちと討論を重ね、自らの意志でジャーナ
リズム活動をする決意をしたという。

最近の若い脱北者は中国のインターネット
カフェに出入りしますから、「購読したい」と
いうメールが来たりしますね

北朝鮮の人たちは、
洗脳されたロボットではない

信じられるのは自分だけ。

自分の食いぶちは自分で稼ぐ。

改革開放すれば、中国みたいに豊かに暮らせ

るのに。

おい、いつまでやるつもりなんだ?

（金日成と金正日の肖像画に向かって）

P R O F I L E

1962年大阪府生まれ。アジアプレス大阪
事務所代表。韓国の延世大学に2年半留学。
在韓中にスポーツ雑誌などに寄稿するよう
になり、93年より北朝鮮関連の取材をおこ
なう。北朝鮮内には3回、北朝鮮～中国
国境地帯には50回以上の取材を重ねる。
これまで取材した北朝鮮難民・越境者は
600人を超える。主な映像作品に『北から
来た少女』（NHK「ETV特集」）『北朝鮮人
ジャーナリスト、リ・ジュン』（NTV）、著書に
『北朝鮮難民』（講談社現代新書）、『北のサラム
たち』（インフォバーン）、『北朝鮮から脱出
した人々』（講談社＋α文庫）などがある。

石丸次郎｜いしまる・じろう

事実を淡々と伝えることが
ジャーナリズムの価値を
高めてくれる
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「北朝鮮の公安関係の人間は、おそらく深刻
に考えていると思いますよ。だって、これは彼らに
とってすごく嫌な雑誌ですからね。内部から
自由な発言をして、北朝鮮社会が、実は将軍様の
下に一致団結していないことがばれる証拠に
なってしまう。当然『この記事を書いたのは
誰だ』ってことになりますし、徹底的に潰しに
かかるんじゃないでしょうか。
ただ、北朝鮮の人たちは、現体制に対して

ものすごい怨嗟の気持ちがあって、世界に知って
もらいたいことがたくさんあるんですよ。じゃあ
その気持ちに応えられるように、僕らも精一杯の
サポートをしていこうと思ったわけです」

しかし、彼らの身の安全は100パーセント保証
できない、と石丸さんは正直に語る。
「何が危険か、ということは北朝鮮の人たちの
ほうがよく知っているんです。もし尾行や密告が
あって危険だということになったら、彼らはビデオ
カメラなんか平気で捨てますからね。自分の安全
を確保するためだったら、手段を選ばないと
思うんです。僕らとしては、彼らの安全のための
フォローは最大限にやりますけど、限界があり
ますから、北朝鮮内部で取材を続けるかどうかは、
最終的に彼ら自身に判断してもらっています」

石丸さんは、金銭や機材の支援以上に、

ジャーナリストとしての職業倫理を彼らに
伝えることに力を注いだという。
「特ダネというか、目を引くもの、たとえば死体が
転がっているような現場は撮らなくてもいいと話し
ています。というのも、死体が転がっていることが
衝撃なのではなくて、なぜこの人がここで死なな
ければならなかったのかという構造を知りたい
わけです。たとえば、国営企業が動いていない
ところを撮るとする。それは北朝鮮式社会主義が、
宣伝とは裏腹にうまくまわっていないことを示す
わけです。映像のインパクトとしては弱いかもしれ
ないけど、北朝鮮の現実を、強い証拠力をもって
世に示す意味のある取材になります。地味なもの

1.配給制の崩壊により、労働者の家庭で一家離散が発生し、子供たちはコッチェビ（ホームレス）となって街をさまよう姿が
全国に見られた。（1999年／キム・ホン撮影）2.路上で客待ちをする女性。「商売も楽じゃないのよ」という愚痴が聞こえてきそうだ。
（2003年／アン・チョル撮影）3.平安北道にある化学工場。まったく稼働していないように見える。建物の屋上に掲げられた「一致
団結」と書かれたスローガンがむなしい。（2007年8月／アジアプレス取材チームが中国側から撮影）4.北朝鮮でも結婚式は
一世一代の重要儀式。両親は借金してでもできる限りのことをする。記念写真やビデオを撮るのも一般化した。これは中の
上ぐらいの式だという。（2006年夏清津市／シン・ドソプ撮影）5.バックミラーや電球、バッテリーなど、あらゆるものが売られて
いる両江道恵市の市場の様子。（2003年8月／アン・チョル撮影）6.娯楽の少ない北朝鮮では、ディスコ風ダンスは日頃の
鬱憤を晴らす大きな楽しみになっている。当局は「資本主義文化だ」と取り締まろうとするが、若者たちはあまり言うことを聞か
なくなった。（2006年8月清津市にて／リ・ジュン撮影）7.平壌のアパート街の路上で冷麺を売る女性たち。「食べていきなさいよ」
と撮影者に声をかけていた。（2007年8月平壌市楽浪区域にて／リ・ジュン撮影）8.札を数える女性。国家の計画経済の枠内
で働いても得られなかった収入が、市場活動をすることで得られるようになった。（2004年7月／リ・ジュン撮影）9.北朝鮮幹部
の子弟のためのサマーキャンプにて。90年代に比べると、子供の血色は良くなり、表情も明るくなった。市場経済の影響で
生活水準はずいぶん向上した。（2006年7月／リ・ジュン撮影）。10.咸興から平壌に向かう列車の中。90年代は座席や窓
ガラスが盗まれて荒廃した状態だったが、最近は車内秩序はかなり改善された様子。（2005年5月／リ・ジュン撮影）
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でも淡 と々したものでもいいから、信頼できる
情報を伝える。それが、実は世界が北朝鮮報道
にいちばん求めていることであり、『リムジンガン』
のジャーナリズム活動の値打ちを高めてくれる
ことだと考えています。
あと内部の記者に口を酸っぱくして言って

いるのは、リポートするときは、知らないことは
知らない、と言うこと、他の人から聞いた情報は
ちゃんと『伝聞』とするべきです。それはジャーナ
リズムをやる人間の最低限の守るべきルール
だと思いますから」

ジャーナリズム精神にのっとり、北朝鮮の
スタッフが記録したビデオや音声から浮かび
あがってきたのは、北朝鮮の庶民がたくましく
生きている姿であり、とりわけ彼らの「市場活動」
（※3）が今後の北朝鮮の方向性を示していると
話す。
「食糧の配給も給料もまともに支給されない
状況で、非合法の『市場』が拡大したことで社会
が変わりつつあると思います。なによりも人々が
自立して、自分で動いて商売をするようになった
のは、建国60年で初めてのことですからね。
もう行き着く先は、改革開放の方向でしょう。
このあとも苦難は続くとは思いますが、民主化を

実現するために、北朝鮮ははからずも、通らなけ
ればならない道に踏み出したと思います」
『リムジンガン』には、北朝鮮の人たちが話す、
新しい造語やジョーク、小話などが紹介されて
おり、ユーモアを忘れない国民であることも
紹介されている。
「そうなんですよ。悲惨なことはいっぱいある
んですけど、冗談も言いますし、ユーモアもある
んですよ。あんな厳しい社会でも楽しいことが
あるわけです。そんなに民衆というものは情け
ない存在ではないんです。
僕は600人以上の脱北者や越境者と付き

合ってきました。彼らと一緒にアパートに住んだ
こともありました。いろんなことがわかりましたね。
北朝鮮の人たちって、みんな素直な人たちばかり
じゃないから。親子でも兄弟でもケンカはするわ、
警察沙汰は起こすわ、妊娠沙汰もあったりして、
もうすごかったんです（笑）。まあ人間らしいと
いえばそうかもしれませんけど」

石丸さんは、これまでに出会った北朝鮮の

人たちとフェアな関係でいたい、と話す。
「朝中国境で取材を終えても、僕には帰る家も
あるし、取材してテレビや雑誌で発表すると何ら
かの利益があるわけです。脱北難民が身の毛も
よだつような体験を語ってくれるのをふんふんと
聞いて、『ほな、さいなら』って言うのは、フェアな
関係じゃない。だから彼らのために、なにか利益に
なるできる限りのことをしなければフェアな関係
になれないと思うわけです。もちろん限界はあるん
ですけれども」

高い理想を持った『リムジンガン』だが、
「ちょっと大風呂敷広げすぎちゃったかな」と
笑う石丸さん。しかし『リムジンガン』が軌道に
乗り、影響力を持つメディアに成長していけば、
北朝鮮、そして周辺国家にとって何らかの
カンフル剤になりうる可能性は高い。そして
石丸さんの北朝鮮の人たちに対する思いが成就
するのも、遠い先のことではなくなるのではない
だろうか。

Text by：植田マサユキ

何が危険か、ということは北朝鮮の人たちのほうが
よく知っているんです。もし尾行や密告があって危険だという
ことになったら、彼らはビデオカメラなんか平気で捨てますからね。

W E B

ウェブ配信版
リムジンガン　北朝鮮内部からの通信
http://asiapress.org/rimjingang/

※1 臨津江 韓国読みは「イムジンガン」。1968年にザ・フォーク・クルセダーズによって歌われた
「イムジン河」の舞台として有名。この川は南北朝鮮分断の象徴として取り上げられることが多い。
※2 脱北者 1990年代に北朝鮮で発生した大飢饉により、中国との国境を越え、越境者（援助を
受けて再び北朝鮮に戻る人々）や難民（中国や第三国で生活することを決めた人々）となった北朝鮮人
のこと。脱北のピークは95年から99年と言われ、これまで延べ100万人を超えると推定されている。
※3 市場活動 朝鮮語では「ジャンマダン」（商い広場、の意）と呼ばれる北朝鮮の経済破綻による
配給制の麻痺に伴い、自然発生的にできた闇市場は、すさまじい勢いで増殖・拡大し、政権の経済
システムを呑み込むほどに成長した。2003年、当局により合法化された。

北朝鮮難民
講談社現代新書
660円＋税
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