
その３ で４月に警鐘いたしましたように、 『中国の北部戦区＋北朝鮮 対 習近平政権 の対立』 が、

いよいよ、抜き差しならない状況になってきたようです。

８月２９日の北海道上空の北朝鮮ミサイル通過、９月２日のミサイル用水爆？実験、と緊迫した状況に

なってきました。

なぜ、北朝鮮は無謀とも思えるこれらの暴挙を敢行したのでしょうか。

その３で指摘いたしましたように、『 中国の習金平政権 と 北朝鮮と親密な北部戦区の対立 』 が

その根幹にあるようです。

中国共産党は５年に１度の党大会を１０月１８日に開催します。

７人の常務委員の人選と 軍部の掌握のために、習金平政権と反政権派との間に、壮絶な暗闘が

くりひろげられているようです。

７人の常務委員のＮＯ３の張得功が反政権派のトップだと言われています。

張得功は北部戦区の事実上のトップだとも言われています。

北朝鮮が強行した６回目の核実験の対応を協議するため、９月４日に開催された国連安全保障理事会は、

９月１１日に、新たな制裁決議案を採択しました。

制裁決議案は当初、北朝鮮への石油の輸出を全面的に禁止する厳しい内容でしたが、大幅に妥協し、

原油・石油精製品の北朝鮮向け輸出量を約 割減らすことなどを盛り込んだ制裁決議を採択しました。

しかしながら、石油輸出の３割削減でも、北朝鮮の実際的な軍事力の低下は必然だと思われます。

北朝鮮の軍事力低下は、北朝鮮と暗黙の同盟関係にある北部戦区にとっても重大問題なはずです。

北部戦区のクーデターか造反表明の可能性は限りなく高くなってきたのではないでしょうか。

年 月 日

●「北朝鮮は張徳江氏が掌握している」（ＥＪ第４４９７号）

注目の米中首脳会談が行われ、北朝鮮問題についてもトランプ

大統領と習国家主席の間で話し合いが行われましたが、今回は日

米首脳会談のように共同記者会見が実施されず、米中双方がそれ

ぞれのメディアに都合のよいように報告が行われています。

ティラーソン米国務長官によると、中国と間では、次の合意が

行われたと伝えられています。

１． 北朝鮮の核開発抑制に向けた協力強化で一致

２． 貿易不均衡解決のための「１００日計画」策定で合意

３．米中間の課題を話し合う新たな対話枠組みの設置で合意

４． 中国は米国によるシリアへのミサイル攻撃を理解

これらの合意で注目すべきは、習国家主席が北朝鮮対応で「協力強化」を約束し、シリア攻撃を「理解」したことです。

習国家主席としては、まさか米中首脳会談中に米軍がシリアへのミサイル攻撃をするとは思わないので、

北朝鮮制裁への対応強化を約束させられたことは、想定外であったと思われます。

張徳江



しかし、習主席には北朝鮮への制裁強化は事実上できないものと思われます。

それは中国共産党最高指導部の暗闘が影響しているのです。

金正恩委員長がこうも強気な理由は、最高指導部の一部がバックについているからです。

習近平氏は国家主席であっても北朝鮮の金委員長とは一度も首脳会談すらしていないことが

それを物語っています。

彼は北朝鮮には影響力が低いのです。

以下は、中国事情に詳しいノンフィクション作家の河添恵子氏の緊急リポートに基づいています。

中国のトップ指導者にはチャイナセブン（中国共産党常務委員）と呼ばれる人たちがいます。

◎チャイナセブン

序列第１位／習近平国家主席 ・・・・・・ 太子党派

序列第２位／李克強首相 ・・・・・・・・ 共青団派

序列第３位／張徳江全人代常務委員 ・・・ 江沢民派

序列第４位／兪正声人民政治協会議主席 ・・ 太子党

序列第５位／瀏雲山政治局常務委員 ・・・ 江沢民派

序列第６位／王岐山中央規律検査委員会書記 太子党

序列第７位／張高麗副首相 ・・・・・・・ 江沢民派

このチャイナセブンの序列３位に張徳江という人物がいます。

張徳江氏は、江沢民派に属しており、太子党の習近平氏とは対立関係にあります。

チャイナセブンには、序列５位の瀏雲山政治局常務委員と序列７位の張高麗副首相も江沢民派です。

江沢民氏といえば、上海閥と呼ばれ、北朝鮮とは直接関係がないように見えます。

しかし、中華人民共和国建国当時の１９４９年の頃の江沢民氏のキャリアは中国東北部の吉林省（省都・長春市）

にあったのです。吉林省は北朝鮮と隣接しています。

河添恵子氏は、江沢民氏と北朝鮮との関係について、次のように書いています。

江氏は、５０年代、長春第一汽車製造廠（自動車製造工場）に勤務し、モスクワのスターリン自動車工場で研修を

受けた。江氏は昇格していく段階で、張徳江氏をドンとする「吉林幣」（ジーリンパン）を形成する。

吉林省の幹部を、次々と高級幹部に抜擢していったのだ。張氏は中国・延辺大学朝鮮学部で学び、

北朝鮮・金日成総合大学経済学部に留学しており、朝鮮語が巧みだ。

そして、江氏が国家主席就任翌年の１９９０年３月、初の外遊先は「兄弟国」の北朝鮮だった。

金正日総書記と会談した際に、張氏が通訳を務めた。

正日氏が２００６年１月に中国・広東州大学街を視察した際も、当時、広東省委員会書記だった張氏が随行し、

江氏が同伴している。 河添恵子氏

２０１７年４月６日発行「夕刊フジ」

このようにして金正日前総書記時代に張徳江氏は、「中国の代理人」のポジションを固め、瀋陽軍区を中心に

北朝鮮との関係を一層緊密化し、序列３位の地位にまで昇りつめたのです。

習近平氏は政権の座に就くと、人民解放軍の軍制改革を断行し従来の７大軍区を５軍区に再編し、

すべてを北京でコントロールしようとしたのですが、旧瀋陽軍区を含む「北部軍区」は再編によってかえって勢力は

拡大し、それはかなわなかったのです。

中国国内外の専門家によると、事実上張徳江氏が率いる北部軍区が金正恩体制の後盾になっており、

食料もエネルギーも北部軍区や遼寧省の国境町、丹東市周辺の軍産企業から北朝鮮に流れているといわれて

います。おそらく核技術についても北朝鮮へ供与されていると思われます。

また、張徳江氏は、現在、韓国の大統領選を有利に進めている文在寅候補とも面談しています。

このように習主席に北朝鮮はどうすることもできないのです。



そこで習主席は北朝鮮との関係を半ば放棄し、韓国の朴政権に接近することによって、韓国の属国化に

動いたのです。そのため、一時朴政権は中国に大きく傾斜し、２０１５年９月、北京の天安門広場で行われた

「抗日戦勝７０年記念式典」に出席した朴氏はロシアのプーチン大統領の隣りのポジションという破格の厚遇を

受けたのです。

しかし、朴大統領は北朝鮮問題を解決させるために習近平主席に近づいたのに、習政権は何もしてくれなかった

ので見切りをつけ、日米韓の連携に戻り、習主席への仕返しとしてＴＨＡＡＤの配備を容認したのです。

習主席は北朝鮮の問題に関しては、何もしなかったのではなく、何もできなかったのです。

したがって、トランプ大統領との会談で、北朝鮮の核開発抑制に向けた協力強化で一致」としても、

習主席にはそれを実行することは期待できないのです。

しかし、米軍の北朝鮮攻撃やいわゆる金正恩斬首作戦への協力をすることは可能であるといえます。

［米中戦争の可能性／０６７］

≪画像および関連情報≫

●香港親中メディア、党内序列 位・張徳江を連日糾弾

一貫して中国政府擁護の報道を繰り返してきた香港随一の親中メディア「成報」が２０１６年９月２８日から

今月４日までに、江沢民元総書記の側近、党内序列３位の張徳江全人代常務委員会委員長を痛烈に批判し、

解任と責任追及を求める記事４本を連日トップ紙面に掲載した。

国内外がこの異例な動きに強い関心を寄せているなか大紀元コラムニストは江派と対立する習近平指導部の命令

である可能性を指摘した。

一連の報道はいずれも容赦のない内容で、香港を主管する中央港澳工作協調小組組長でもある張氏の「数々の

問題点」を指摘した。

▼強硬かつ一方的な政策決定が香港社会の対立を深化させ、２０１４年末に学生ら民主派による大規模な

道路占拠運動を誘発した。

▼２００２～０３年、広東省のＳＡ ＲＳ（重症急性呼吸器症候群）発症情報を隠ぺいしたことで香港および国内外に

感染を拡大させて多くの死者を出した。

▼本土の腐敗の悪習を香港政界に持ち込んだ。

▼香港政界に闇勢力を浸透させた。

記事は張氏を 「香港を乱す災いの元凶（災星）」 「香港を乱す四人組の一人である」

「糞をかき混ぜる棒である」 と激しい言葉で批判し、「現最高指導部では江沢民派の代表である張は、絶えず政局

を乱し、各種の改革を妨げている」 「江沢民は張を庇う黒幕である」 と元総書記まで名指して、

「香港市民が強く望んでいる」 として張氏の解任と責任追及を習近平指導部に「進言した」。

「第２回ノンフィクション作家・河添恵子 習近平の軍事改革と北朝鮮の暗躍 」

この は、中国の政情に詳しい河添恵子様が、

詳細に習近平、張徳江、金正恩の関係を解説しています。

マスメディアのニュースでは知り得ない、中国内部の抗争と北朝鮮の

関係の本質を知ることができる内容だと思っています。

河添恵子



産経新聞

北朝鮮発射のミサイル 高度２００キロ高く、飛距離も８００キロ伸びる 新たな弾道ミサイルの可能性も

【ソウル＝名村隆寛】韓国軍合同参謀本部によると、北朝鮮の平壌近郊の順安（スナン）付近から日本時間の

１５日午前７時前、東方に向けミサイル１発が発射された。

菅義偉官房長官は記者会見で、弾道ミサイル１発が同日午前６時５７分ごろに北朝鮮西岸から北東方向に発射

され７時４～６分ごろに北海道上空を通過、７時１６分ごろ襟裳岬東約２２００キロの太平洋上に落下したと発表した。

菅官房長官は、日本の領域で落下物は確認されておらず航空機や船舶への被害情報はないと明らかにした上で、

「北朝鮮の度を超した挑発行動。最も強い言葉で非難する」と述べた。ミサイルに対する破壊措置はとられなかった。

政府は１５日、国家安全保障会議（ＮＳＣ）を開催した。

北朝鮮は今月３日に６回目の核実験を強行。これに対し国連安全保障理事会は１１日、

新たな制裁を決議したばかりだった。

北朝鮮は制裁決議に猛反発し、弾道ミサイルなどによる新たな挑発が警戒されていた。

時事通信社

米、より厳しい制裁目指す＝中ロ名指しで協力要求 北朝鮮のミサイル発射

金 配信

【ワシントン時事】北朝鮮が再び日本上空を通過するミサイル発射を強行したことを受け、米政府は石油禁輸など、

さらに厳しい制裁を目指す姿勢を鮮明にした。

とりわけ北朝鮮と経済面のつながりが深い中国とロシアを名指しし、協力を要求。

各国の首脳や閣僚が来週、国連総会の一般討論演説でニューヨークに集結する機会も利用し、締め付け強化を

働き掛ける構えだ。

ティラーソン国務長官は、北朝鮮による発射後に出した声明で「国連安全保障理事会での（北朝鮮制裁）決議は、

全会一致で採択された先日のものを含め、土台であって天井ではない」と強調。「金正恩（朝鮮労働党委員長）体制

に対する新たな措置を講じるよう、すべての国に求める」と追加制裁を呼び掛けた。

日には国務省で開かれた会合で、北朝鮮に対抗するため「日韓など同盟国や民主的パートナーと協力し、

国際的な戦線構築に向け、引き続き安保理で合意形成に取り組む」と発言。

「北朝鮮は今や世界的な脅威であり、すべての国による世界的な対応が必要だ」と訴えた。

中でも米国が重視するのが石油禁輸だ。日本時間 日の核実験を受けた安保理の制裁決議で、

米国は早期採択を優先させ、全面禁輸の主張を取り下げた。

トランプ大統領は決議採択後、ツイッターで「非常に小さい一歩」と不満を表明。

ティラーソン氏も 日の記者会見で「われわれは、はるかに強い決議を望んでいた」と語った。

制裁の実効性確保では、中ロが鍵を握る。

ティラーソン氏は声明で「中国は北朝鮮の石油の大半を供給し、ロシアは北朝鮮の（国外派遣）労働者を最も

多く雇っている」と指摘。

「無謀なミサイル発射を許さないということを、中ロは直接の行動で示さなければならない」と訴えた。



北朝鮮は、１１日に国連安全保障理事会が新たな制裁を決議したのにもかかわらず、

１５日にも北海道上空を通過するミサイルを発射しました。

この１５日のミサイル発射によって、国連安全保障理事会の１１日の制裁が、北朝鮮の威喝行動の

抑止力にならなかったことが明らかになりました。

なぜ、北朝鮮は、各国の反応が分かっていながら１５日にもミサイルを発射したのでしょうか。

１５日のミサイル発射は、『 張徳江・北部戦区のクーデターか造反の意志が強固なことを暗示している』

と私は解釈しています。

この流れはもう止めることはできないと思われます。

また、当然ながら、北朝鮮も北部戦区のクーデターや造反表明を隠密に支援するはずです。

問題は、いつ北部戦区の具体的な軍事行動か造反表明が発生するかということだと思っています。

５年に１度の１０月１８日の党大会までに、北部戦区の何らかの具体的な軍事行動か造反表明が発生

する可能性が極めて高いのではないかと懸念しています。

習近平・太子党派 対 張徳江・江沢民派・北部戦区・北朝鮮の連合勢力 の抗争は、

例え年内が造反表明ですんだとしても、いずれは武力でもって決着するしか根本的な解決法はないの

ではないでしょうか。

北部戦区のクーデターか造反表明が発生すれば、中国経済の崩壊の引き金になる可能性も極めて

高いと思われます。

聯合ニュース
国連安保理 日に異例の閣僚会合＝北朝鮮制裁決議の履行協議

日 配信

【ニューヨーク聯合ニュース】 通信は 日、国連安全保障理事会が 日に閣僚会合を開き、

大量破壊兵器（ ）の不拡散問題や北朝鮮の核・ミサイル問題について議論すると報じた。

会合には安保理理事国 カ国の外相らが出席する見通しだ。国連大使ではなく、外相らが出席する

特別会合を開催することは極めて異例。

北朝鮮の 回目の核実験を受けて国連が新たな制裁決議を採択してから 日後の 日に中距離弾道ミサイル

（ ）「火星 」を発射するなど挑発行為を続ける北朝鮮に対し、共同対応を促す米国の意向が反映された

ものとみられる。

会合では対北朝鮮制裁決議の徹底した履行に向けた方策について集中的に議論される見通しだ。

近い将来に、習近平・太子党派 対 張徳江・江沢民派・北部戦区・北朝鮮の連合勢力 の武力抗争が

本格化し、中国は内部分裂してゆくことでしょう。

それまでには、今後どのような経緯をたどってゆくのでしょうか。

この武力抗争が本格化した時には、中国及び北朝鮮の核爆弾も使用されることでしょう。

その時は、日本を含む周辺諸国が戦争に巻き込まれてゆくことは避けられないことでしょう。

北部戦区のクーデターか造反表明が発生すれば、日本でも自衛戦力の増強と自衛隊の活動を本格化

できるような憲法改正の必要性が急務となることでしょう。



北朝鮮の国民の惨状

「北朝鮮の現実は想像を絶していた」脱北者の 年前のスピーチが注目される

土 配信

月 日、北朝鮮が新たに弾道ミサイルを発射したことを受け、

国際社会からは非難の声が相次いでいる。

「金正恩は豚野郎」脱北ラッパーが歌う“壮絶な半生”に衝撃が走る

そんな中、日本の では「北朝鮮の現実は想像を絶していた」と

紹介されている北朝鮮の女性の動画が注目を集めている。

【 山光瑛美】

パク・ヨンミさん（ ）。北朝鮮の脱北者、そして人権活動家だ。

年、北朝鮮の恵山（ヘサン）に生まれたパクさん。

生活をしのぐために闇商売をしていた父親は、逮捕され労働教化所に送られることに。

飢餓に直面するようになったパクさんは、 歳で母親とともに中国へ渡った。

しかし、中国で人身売買業者によって奴隷花嫁生活を強いられたため、モンゴルを経て韓国に亡命した。

現在、アメリカのニューヨークを拠点に人権活動を行なっている彼女の声が知られるきっかけとなったのは、 年。

アイルランドのダブリンで開催された、若者を中心とした国際会議「 」でのスピーチだった。

北朝鮮での過酷な生活、そして脱北してからも中国で人身売買の被害に遭った彼女が、世界に訴えたこととは。

は当時パク・ヨンミさんが行なったスピーチを書き起こした。

パクさんは、手を胸に当て、声を震わしながらこう語りはじめた。

「北朝鮮は想像を絶する国」

私は、今ここで話さなければいけません。

私ではなく、世界に伝えたいことがある北朝鮮の人々のために話さなければいけないからなのです。

北朝鮮は想像を絶する国です。

テレビのチャンネルは一つしかなく、インターネットはありません。

歌いたい曲を歌う、話したいことを話す、着たいもの着る、考えたいことを考える自由がないのです。

北朝鮮は、許可なしに国際電話をしたら処刑される、世界で唯一の国です。

「北朝鮮の人々は、今この瞬間も自由を求め、自由のために死んでいる」

北朝鮮の人々は、今日も恐怖に陥っています。

北朝鮮で育った頃、男性と女性とのラブストーリーを一度も見たことがありませんでした。

ラブストーリーについての本、曲、報道、映画などなかったのです。

ロミオとジュリエットのようなものはありませんでした。

どの物語も、キムたち独裁者に関する、洗脳するためのプロパガンダだったのです。

年に私は生まれました。

しかし、「自由」や「人権」という言葉を知る前に生まれたとともに拉致されたのです。

北朝鮮の人々は、今この瞬間も自由を求め、自由のために死んでいます。

私が 歳の頃、友人の母親が公開処刑されるところを見ました。

彼女の罪はハリウッド映画をみたことだったのです。

政治体制への疑いを口にすると、三世帯の家族全員が投獄されたり処刑されます。

年、「 」で

スピーチをするパク・ヨンミさん



私が 歳の頃、母からささやきもしてはいけない、と注意されました。

鳥やネズミが聞いているから。私は、それを受け入れていました。

北朝鮮の独裁者たちは私の心を読めていると思っていたからです。

私たちが北朝鮮から逃げてから、父は中国で亡くなりました。

私は、午前 時に密かに父を埋めました。

私は 歳でした。泣くこともできませんでした。

北朝鮮に送り返されるのが怖かったので。

北朝鮮を逃げた日、母がレイプされるのを目にしました。

強姦したのは、中国人のブローカーでした。

彼は、最初私を襲おうとしていたのです。私は 歳でした。

北朝鮮には、このような言葉があります。「女性は弱い。しかし、母親は強い」。

私の母は、私を守るために、レイプさせたのです。

「人として生きていたかった」

中国では、北朝鮮の難民 万人ほどが弱い立場にあります。

その中で の北朝鮮人の女性、そして 代の女の子たちは、時にはたった ドルの価格で売られ、

犠牲になっているのです。

コンパスを頼りにしてゴビ砂漠を歩いて横断しました。

コンパスが動かなくなったら、星を頼りに自由に向かって行きました。

私たちの側には星しかいないと感じました。

モンゴルは、私たちにとって自由の瞬間だったのです。

死か尊厳か。

私たちはナイフを持ち歩き、北朝鮮に送還されそうになったらいつでも自殺する準備ができていたのです。

私たちは、人として生きていたかったから。

北朝鮮の人々をどう救うことができるのか、よく聞かれることがあります。

あらゆる方法がありますが、いまは三つの方法を話したいと思います。

一つ目。 あなたがあなた自身を大切にするように、北朝鮮で起きている人道危機への認知をもっとあげることが

できます。

二つ目。 自由のために逃げようとしている北朝鮮の難民を助け、支援してください。

三つ目。 中国に本国送還を止めるよう、申し立てることです。

「誰も生まれた場所を理由に、迫害されるべきではない」

世界でもっとも暗い所に光を当てなければいけません。

これは、単に北朝鮮の人権の話ではなく、北朝鮮の独裁者たちが 年も犯してきた、

私たちの権利についての話だからです。

中国が本国送還を止めるために、世界中の政府はもっと圧力をかけなければいけません。

特に、この「 」に参加している中国代表者のみなさんが発言することで、その役割を果たすことが

できるのです。

北朝鮮は、説明不可能な国です。誰も生まれた場所を理由に、迫害されるべきではありません。

私たちは、政治体制より忘れ去られつつある人々にもっと注目するべきです。



「 」の私たちが、この人々を目に見えるようにするのです。

各国代表者のみなさん、どうか私とともに、北朝鮮の人々を自由にするための

この世界的な動きに参加してください。

死ぬのを怯えながらゴビ砂漠を横断していた時、

この世界で誰も私のことを気にしてくれていないと思っていました。

星だけが側にいるように感じたのです。

でも、あなたは私の話に耳を傾けてくれました。

気にかけてくれたのです。 ありがとうございました。

パク・ヨンミさんの現在

パク・ヨンミさんは、 年に手記『生きるための選択』を出版。

現在はアメリカに移住し、コロンビア大学で経済学を専攻している。

また、世界各国での演説や を通して情報発信をしている。

ログミー

より スピーカー活動家 イ・ヒョンソ（ ）氏 参照動画

「北朝鮮は世界で一番の国だと信じていた」脱北者として 年間生き延びた少女が、求め続けた“希望の光”

北朝鮮で少女時代を過ごし、「北朝鮮は世界で一番の国」だと信じていた脱北女性イ・ヒョンソ氏。

彼女は 歳のときに初めて公開処刑を目の当たりにしますが、

それでもまだ、北朝鮮での暮らしは当たり前のものだと思い込んでいました。

しかし、 年代に深刻な食糧不足をによる飢餓を経験し、

その考えに疑問を抱きはじめます。

悲惨な生活と貧困が彼女と家族を襲いました。

その後、家族と中国、ラオスに逃亡。中国警察に捕まり、

強制送還された脱北者は、拷問や投獄をされ、死刑となる者もいます。

身を隠しながら必死で生き延び、たどり着いたラオス国境付近では、

家族が逮捕され、投獄されるという辛い出来事が起きてしまいます。

脱北者が直面する理不尽な現実とその中で見えた“光”とは。

自らの体験を元に語りました。

処刑を目の当たりにしたイ・ヒョンソ氏

幼かった頃、私は北朝鮮が世界で一番の国だと思っていましたし、子どもの頃はよく「何も羨ましくない」という歌

を歌っていました。

私は北朝鮮のことがとても誇らしかった。

学校では、金日成の歴史についてたくさん教えられましたが、外の世界についてはほとんど習いませんでした。

ただ、アメリカと、韓国と、日本が敵国であるということだけ。

外の世界について知りたいとは思いましたが、それでも自分は今後の人生をずっと北朝鮮で過ごすのだと

思っていました。

しかしそれは、あることをきっかけに全て変わりました。

歳のとき、私は初めて公開処刑を目の当たりにしました。

それでもまだ、北朝鮮での生活は至って普通なものだと思い込んでいました。

私の家族は決して貧しくなかったし、私自身は一度も飢餓なんて体験したことがありませんでした。

イ・ヒョンソさん



年のある日、母が仕事先の同僚の妹から届いた手紙を家に持って帰って来ました。

手紙には、「これを読む頃には私たち家族は 人とも他界しているでしょう。なぜなら私たちはこの 週間何も口に

していないからです。私たちは床に寄り添って寝ていますが、身体が弱っていて、死ぬ準備に入っています」 と

綴ってありました。 私は非常にショックを受けました。

同じ国の住民が苦しんでいることを知ったのはこれが初めてでした。

また違う日に、私は駅前を通りすぎたときに、一生記憶から掻き消せないような凄まじい光景を目の当たりに

しました。

既に命を失った女性が床に横たわっていて、何もできない飢えた子どもがその腕の中で母親の顔をじっと見つめて

いたのです。しかし周りにその人たちを助ける人はいませんでした。

自分たちや自分の家族の生活を支えるのに精一杯だったからです。

なぜ“向こう側”には光があってこちらにはないのか

年半ばに北朝鮮はひどい食糧不足を体験しました。

結果として、 万人以上の北朝鮮人が命を落とし、生き残った人の多くも草や虫、樹皮などを食べてなんとか

生存したのでした。

停電も頻繁に起こるようになり、夜になると遠くに見える中国の電気以外全て真っ暗になりました。

私はいつも、なぜ向こうには光があってこちらにはないのだろうと不思議に思っていました。

これは人工衛星から北朝鮮と隣国の比較を撮影した写真です。

この川は鴨緑江（アムノッカン）といって、北朝鮮と中国の国境の一部になっています。

見ておわかりになる通り、この川は一部とても細くなっており、北朝鮮から中国へとひっそりと渡ることが

可能なのです。しかしそれを試みる人の多くが命を落とします。

川を死体が流れる様子を何度か見たことがあります。

私がどうやって北朝鮮を離れたかは詳しく言えませんが、飢餓が最もひどかった時期に中国に住んでいた

遠い親戚のもとで暮らすよう送られた、とだけ言っておきます。

私はそのとき、家族と離れるのはごく短期間だと思っていました。

れがまさか 年にまで及ぶとは想像してもいませんでした。

中国で家族のいない女の子として暮らすのは大変でした。

脱北者としての暮らしがどのようなものか全く知らなかったのですが、すぐにそれが難しいだけでなく危険な

ことであるとわかりました。

中国では脱北者は不法移民として扱われるからです。

私は常に自分の正体が晒され、北朝鮮での恐ろしい運命に送り戻されてしまうことを恐れながら生きねば

なりませんでした。



ある日、私が最も恐れていたことがおきました。

中国警察に逮捕され、警察署で尋問を受けたのです。

誰かが私を脱北者だと通報したので、警察は私の中国語のスキルを試したり、さまざまな質問をしてきました。

中国で捕まった脱北者は強制送還される

私はあまりにも恐ろしくて、心臓が爆発してしまうかと思いました。

何か一つでも不自然なことがあったら、私は拘束され強制送還されるでしょう。

人生が終わったと思いかけましたが、それでもなんとか感情を抑えこみ質問に答えることできました。

全ての質問が終わったあと、一人の警察官がもう一人に向かって、「これは誤った通報だ。彼女は北朝鮮人

じゃない」と言いました。

こうして私は解放されました。それは、奇跡でした。

脱北者の中には中国にある外国の大使館に逃げ込もうとしますが、その多くが中国警察に捕まり強制送還されます。

毎年、数えきれないほどの脱北者が中国で捕まり強制送還され、北朝鮮で拷問を受けたり投獄されたりしていて、

中には公開処刑される者もいます。

私は運良く逃げることができましたが、多くの脱北者は私ほど運がよくありません。

脱北者が自分の正体を隠し続け、生存することさえ困難だなんて、あまりにも悲痛です。

新しい言語を学び、やっと職を手に入れても、一瞬で世界を壊されてしまう可能性があるのです。

だから私は 年間自分の正体を隠し続けた後、今度は韓国に逃げ、人生をやり直すリスクを取ったのです。

北朝鮮にいる家族の逃亡を計画

韓国に馴染むのは思っていたより難しいことでした。

韓国では英語が重視されていたため、第 カ国語を学ばなければなりませんでした。

また、同じ朝鮮半島でも北と南では大きな違いがあると知りました。

同じ朝鮮人ですが、 年間の間に大きく異なる人々になっていたのです。

自分のアイデンティティさえ疑うようになりました。

私は韓国人なのか、それとも北朝鮮人なのか？ 私の出身とはどこを指すのか？ 私は何者なのか？

私が自分の国だと呼べる場所はありませんでした。

韓国への適応は簡単ではありませんでしたが、私は将来のためのプランを立てました。

大学受験の勉強を始めたのです。

そうやって新しい生活に慣れ始めていた頃に、私は衝撃的な電話をもらいました。

私の家族への送金を、北朝鮮政府が突き止めたのです。

そのため、家族は北朝鮮の田舎の貧しい地域に強制的に移住させられていたのです。

私は、家族がすぐにそのような場所を離れられるように、家族の逃亡を企てました。

脱北者は、自由を手に入れるために信じられないほどの距離を移動しなければなりません。

北朝鮮から韓国への国境を直接渡ることはほとんど不可能なので、私は皮肉なことにも中国へ戻り、

北朝鮮との国境へ向かいました。

私の家族は中国語を話せませんので私がなんとかして皆を誘導し、中国から東南アジアまで移動させねば

なりませんでした。

その移動はバスで 時間かかり、何度か捕まりかけました。

一度、私たちのバスが止められて、中国人の警察官が乗り込んできたことがありました。

彼は全員の カードを集め、一人ひとりに質問しはじめました。私の家族は中国語を話せなかったため、

逮捕されてしまうと思いました。しかし、警察官が近づいた瞬間に衝動的に立ち上がり、

この人たちは耳が不自由であり、私がその付添人であると言いました。

彼は疑い深そうに私を見ましたが、それでも運良く信じてくれました。



見知らぬ男性が助けてくれた

私たちはラオスの国境までたどり着き、私はラオスの国境警備兵に賄賂を払うために所持金をほとんど

使い果たしました。

それなのに、国境を過ぎたときに私の家族は違法に国境を越えたということで逮捕され投獄されたのです。

罰金と賄賂を払うと、家族は一ヶ月後に釈放されましたが、そのあとすぐにまたラオスの首都で逮捕、

投獄されてしまいました。

私の人生における最下点でした。

家族を自由にするためにできることを全て行い、こんなにも惜しかったのに、家族は韓国大使館からあと少しと

いう距離の牢獄に入れられてしまったのです。

私は警察署と移民局を行き来して必死に家族を助け出そうとしましたが、

もう賄賂や罰金を払うお金がありませんでした。

私は、絶望しました。

その瞬間、ある男性の声が聞こえました。

「何かお困りですか？」見知らぬ人がわざわざ声をかけてくれたことに私は驚きました。

そして私は片手で辞書を引きながら、拙い英語で状況を説明しました。

すると男性は躊躇せず へと向かい、私の家族とそれ以外にも 人の脱北者が釈放されるためのお金を

払ってくれたのです。

私は心の底から彼に感謝し、尋ねました。「なぜ私を助けて下さるのですか？」。

彼はこう答えました。「あなたを助けているのではありません。北朝鮮の人々を、助けているのです」

これは私の人生における象徴的な瞬間でした。

この心優しい男性は私と北朝鮮の人々の多くに最も必要であった希望を授けてくれたのです。

他人同士の思いやりや、国際社会が支えあうことこそが北朝鮮人の希望の光であることを教えてくれたのでした。

長旅の末、私と家族は韓国で再会することができました。

しかし、自由を得ることは戦いの半分でしかありません。

多くの脱北者は家族と離れ離れですし、外国に到着した時点ではお金を全く、あるいはほとんど持っていません。

このことに対して、国際社会は教育、特に英語教育、そして実務トレーニングなどを提供できます。

そして脱北者たちは北朝鮮に残った人と外の世界をつなぐ役目を果たし、北朝鮮にいる人たちと連絡をつづける

ことで情報やお金を送り、北朝鮮を中から変えることができるのです。

私は本当に恵まれていて、たくさんの支援と励ましを頂いて来ました。

だから私は希望のある北朝鮮の人々に、国際的な支援による成功するチャンスを与えたいのです。

世界中で北朝鮮の人たちが成功する姿を皆さんが見るようになると、私は信じています。

それは例えば、 のステージの上でも。

ありがとうございました。

２０１７年９月１８日 明日香地震気象研究所 松本安生


