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Ⅱ　北朝鮮の市場経済の拡大と社会変化
～北朝鮮内部映像から考える～

石 丸 次　郎
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はじめに

　1990年代の「苦難の行軍」と呼ばれる大社会混乱期から、北朝鮮で市場経済

が急速に発達してきたことは、今では広く知られるようになった。北朝鮮は、

他の社会主義国と同様に、食糧、食品はもちろん、衣服、日用雑貨、食器、家

具などの消費物資と、水、電気から住宅まで、暮らしに必要なものとサービス

を国家が生産から流通まで管理統制して国民に供給する計画経済体制だった。

だが、1990年代後半に国家が経済統制力を喪失し始めるのと同時に芽を出した

闇市場取引は、全国津々浦々に広がって、この20年の間に規模を何百倍に拡大

させ、どんどん複雑化・高度化し、市場パワーは北朝鮮経済を牛耳らんとする

ほどの勢いを持つようになった。本論考では、北朝鮮における市場経済の増殖

の具体例を、流通・商業、不動産、運輸・交通などの分野で概観し、その影響
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が、北朝鮮の社会統制システムと、人々の暮らし、意識にどのような影響を及

ぼしているのかを見ていきたい。

　周知の通り、北朝鮮は世界に比類がない強い情報統制、隠ぺいを国策として

いる。近年は主要経済指標、統計、国家予算額すらも発表しておらず、資料が

圧倒的に不足している。朝鮮中央通信や労働新聞など北朝鮮官営メディアの記

述だけを眺めると、北朝鮮経済は順調で、社会主義が政策としても実態として

も堅持されているかのようだ。この「匿されし北朝鮮経済」の内実、実態を調

べるためにジャーナリストである筆者が採ってきた手法は、①できるだけ多く

の北朝鮮人…合法、非合法に中国に出て来た人…の証言を集めること②北朝鮮

内部に住む人と共に取材・調査チームを作り、映像、音声、文書など証拠力の

強い材料を収集すること、であった。本論はこのような調査手法に基づいたも

のであることをお断りしておきたい。北朝鮮内部で撮影された写真を多用した

のは、不可視の国の経済の変化を少しでも具体的イメージを持って示したかっ

たからである。

1 　計画経済の破綻と闇市場経済の勃興

⑴　計画経済の破綻

　北朝鮮は社会主義陣営の一員として、政治はスターリン主義式の朝鮮労働党

一党独裁、経済は中央集権的計画経済体制を採ってきたことは周知のとおりで

ある。国民は、国の計画に則って配置された職場で働くことで衣、食、住が保

障され、教育と医療は無償、交通、娯楽などの公共サービスも国定価格で廉価

に受けられる制度が、内実は貧弱であっても維持されてきた。東西冷戦下、「米

帝国主義」と直接対峙する東の防人として、社会主義陣営から多大な支援を受

けていたことに負うところが大きい。

　しかし、早くも70年代中葉以降、北朝鮮経済は不振に陥るようになる。社会

資本整備や住民の生活向上を犠牲にしつつ、軍事費を増大させ、金日成の銅像
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や肖像画をはじめとする政治宣伝用の記念碑や建造物を全国に作ったり、1988

年に韓国で開催されたソウル五輪に対抗して1989年に平
ピョン

壌
ヤン

で「世界青年学生祝

典」という大イベントを挙行したりするなど、非生産的な部門に巨額の資金と

労力を投入して浪費することを繰り返したためである。さらに国家行政の財政

体系とは別の、実質的に金
キム

正
ジョン

日
イル

と金
キム

日
イル

成
ソン

が差配する独立した財政体系（党資金、

党経済と呼ばれる）が肥大して国家財政を侵食圧迫し、計画経済システムを破

壊したためである。

　冷戦の崩壊で、自身を庇護・支援してくれた陣営自体が瓦解・消滅したが、

北朝鮮は時代と国際環境の変化に適応していくための自己変革…市場主義経済

の導入と対外開放を拒んだ。経済がいよいよ破綻していく過程にあった1994年

7 月に金日成が急死。北朝鮮では大量の餓死者を発生させる民族的惨事が発生

する。

⑵　苦難の行軍

　1994年 7 月、神格化、絶対化が極まり、社会システムの重要な一部と化して

いた金日成が急死すると、内部に溜まりに溜まっていた政治的経済的な矛盾が

一挙に噴出した。この「金日成ショック」によって北朝鮮社会はパニック状態

に陥った。行政機能は麻痺し秩序は乱れた。国民が食糧とアクセスする唯一の

合法的手段であった食糧配給制は崩壊、ついに朝鮮史上最大最悪の大飢饉が発

生するに至った。

　この体制の危機に際して、金正日指導部は、1996年から「苦難の行軍精神で

暮らし、戦っていこう」というスローガンを掲げた。この大パニック期のこと

を「苦難の行軍」と北朝鮮の人々は呼ぶ。「苦難の行軍」とは、抗日ゲリラの金

日成部隊が、1938年末から約百日にわたって日本軍に追われて山中を彷徨した

逸話に由来する（本稿では、「苦難の行軍」の期間を、餓死者が大量発生し始め

る1995年から、一応の終息を見せた2000年ごろまでと区分した）。

　「苦難の行軍」期の死亡者数には諸説がある。死者は最少で20～30万人、最大
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では300万人以上という推定がなされているが、北朝鮮当局が統計を全く明らか

にしないため正確な死者数は不明だ1）。

1） 1997年 2 月に韓国に亡命した高官の黄
ファン・ジャンヨプ

長燁元労働党書記は、農業統計と食糧問題を担当
する幹部から聞いた話として「1995年、 5 万人の党幹部を含め約50万人が餓死した。1996
年には約100万人が餓死したと推定される」「もしまったく国際援助が供与されなければ1997
年には200万人が餓死するだろう」と著書で書いている。『北朝鮮の真実と虚偽』（光文社
1998年）。在日朝鮮人研究者の文

ムン ホ イル

浩一は『朝鮮民主主義人民共和国の人口変動―人口学から
読み解く朝鮮社会主義』（明石書店2011年）の中で、人口統計から1995～2000年の飢饉被害
を33万6000人と推計している。

　北朝鮮政府は、餓死者発生の事実は認めつつも、その原因を大雨による洪水

や旱魃によって、農業生産が低下したためだと主張し、1995年に国際社会に人

道支援を要請した。だが事実は、社会パニックによって、穀物の生産や流通も

含めた計画経済体制の機能麻痺が一挙に拡大し、食糧にアクセスできない人が、

ひと時に大量に生み出されたためであった。餓死者の大半は都市住民であった。

唯一の合法的食糧アクセス手段の食糧配給がストップしたためである。配給を

ただ待っていた人々がバタバタと死にゆくのを目の当たりにした都市住民たち

は、非合法の商売に乗り出す。初期には農村に出向いて家財などを食糧と交換

して都市に運ぶ、勤める工場の機械をスクラップにしてくず鉄として売る、パ

ンや餅などの加工食品を作って売るなどの行為に出たのである。非合法の闇商

売は配給が途絶した国民の多くが参加することで一気に拡大していく。

2 　市場化の拡大

⑴　闇市場経済と農民市場

　社会主義を標榜してきた北朝鮮では、食糧以外の消費物資の生産は国営工場

で行い、最終消費者に物資を供給販売するのは、一部の協同組合の運営する商

店を除き国営商店であった。その間の流通は、国営企業の「商業管理所」が担
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ってきた。地方行政機関にあたる人民委員会の中の商業管理課が運営する国営

商店では、衣料品から石鹸、タバコ、食器、飲料、酒、野菜や魚などの副食ま

で、主食の穀物以外の物資を国定価格で販売した。国営商店で物資を購入する

には、味噌、醤油、ビールなどの食品は「食料品供給票」が、その他の一般物

資の場合は「商品供給票」が必要であった。

　「1970年代前半まで、国営商店に行けば飴玉も石鹸も魚も買えたが、徐々に少

なくなり、1980年代になると国営商店にほとんど物が並ばなくなった。たまに

副食物が販売されるというと、我先に買おうと、人の上に人が乗って争う有り

様になった」。

　年配の脱北者に共通する証言である。

　コメやトウモロコシなどの穀物は協同農場で生産され、正式には「糧政事業

所」と呼ばれる配給所で15日に一度ずつ国定価格で販売された。労働者も学生

も子供も、職場を持たない主婦も引退した老人も、一日にあたりの食糧供給の

グラム数が決められた。個人で食糧を売買することは固く禁じられた。国家が

食糧を一手に独占管理するこの配給制度は、「糧政」と呼ばれた。

　食糧配給の質的量的低下と、日用品の不足が深刻化するにつれて徐々に活発

写真Ⅱ‒ 1　 闇市場で子供が地べたに落ちた麺くずを拾っている。「苦難の行軍」期の
1998年10月江原道元

ウォンサン

山市で。 撮影アン・チョル（アジアプレス）
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になって行ったのが、闇商売と農民市場だ。闇商売で扱われるのは、日本から

帰国事業で渡った元在日朝鮮人の持ち物や日本から送られて来るもの。同様に

ソ連地域からの帰国者の持ち物、そして高級幹部たちへの特別配給品なども出

回った。しかし、空間としての闇市場は存在しないため、闇の取引は個人が行

商したり、家に客を招いて行ったりしていた。

　他方、都市には農民市場と呼ばれる小規模な合法市場があった。一の付く日、

五の付く日などに開かれる定期市で、協同農場の農民たちが、自家消費用に庭

などの自留地で作った野菜や卵などに限り売買が許されていた。食糧の販売は

厳禁されていたため、取引は闇でなされていた。

　ちっぽけだった農民市場は、90年代後半の「苦難の行軍」期の混乱の中で、

地下に潜っていた闇商売と混然一体となって公然化した。全国の大小の都市に

空間としての闇市場＝ジャンマダンが登場し、禁制品である穀物を含めて、あ

りとあらゆるものが売られるようになったのである。

　闇市場は急成長を遂げた。売買されたのは日用消費品だけではなかった。各

地の工場も国の生産計画に則って供給される資材や燃料、機械部品などが入っ

て来なくなり、闇市場の中で調達し、闇市場の中で販売していくことになった。

国営工場の技術者だった脱北者の韓
ハン

正
ジョン

植
シク

（＝仮名）は、2003年に筆者に次のよ

うに証言している。

　「勤め先の国営企業の工場では、モーター、電線、ガラスから釘まで何一つ国

家から供給されるものがなくなった。すべて闇市場に行って購入するのだ。地

元になければ他の都市の闇市場に出かける。すると値段と質の比較をするよう

になる。つまり、闇市場同士の流通が促され、北朝鮮全体がひとつの市場とし

て結合した」。

⑵　当局の対応―市場の追認

　工場などに勤める都市住民たちは、途絶した配給をただ待つのを止め、商売

に精を出した。一方で当局は、統制経済を復旧させるために市場の抑制に動き
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出した。といっても、代替する経済政策を打ち出すのではなく、市場取締り、

弾圧で対応したため市場抑制の効果は一時的なものでしかなかった。政権はつ

いに、商行為を制度的に追認していく。

　2002年 7 月 1 日、金正日政権は、突如新しい経済政策を発表した。日付にち

なんで「 7．1 経済管理改善措置」と呼ばれている。社会主義原則を守りなが

ら、環境の変化に合わせて最大の実利を図るのが目的とされた。内容は次のよ

うなものだった。

　　 1． 形式にすぎず実態を反映していなかった規定賃金と消費物資の国定価

　　　　格を、市場の実勢レベルに一律に引き上げる。

　　 2．企業の裁量権を拡大し自立経営を促す。

　　 3．拡大を続けてきた闇市場を閉鎖する。

　　 4．食糧などの基礎消費物資を、再び国家による供給体系に戻す

　企業に採算性を求めるなど、一部に改革的要素が見られたため、日韓の研究

者、メディアの中に「北朝鮮式経済改革」と評価する意見が数多く見られた。

しかし、実体は「経済改革」とは程遠いものであった。

　「 7．1措置」は、食糧や消費物資を生産供給できる見込みのないまま闇市場

写真Ⅱ‒ 2　 農民市場が急拡大して闇市場が公然化した。靴が売られているのが見え
る。1998年10月江原道元山市で。 撮影アン・チョル（アジアプレス）
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を強制閉鎖したことから、取引が地下に潜ることになってハイパーインフレを

発生させるなど大混乱を招いた。

　北朝鮮当局は、うってかわって翌2003年 3 月に闇市場を「総合市場」に再編

して商行為を合法化した。生産や流通、配給制度の正常化にめどが立たない中、

成長を続ける闇市場を管理統制して、むしろそこから利潤を得ようしたものと

思われる。「 7．1措置」で一度闇市場を潰し、自分たちの都合のよい「市場ル

ール」に作りなおして「総合市場」に再編したと見ることができる。

　こうして、全国各地にあった闇市場は、売り場を整え「総合市場」と名付け

られて合法化された。商人たちは、場
ジャンセ

税と呼ばれる場所代を人民委員会の市場

管理課に支払って営業することになった。商人たちはおよそ幅80センチの売り

場の経営者となった。だが、男性は定年退職した老人以外は商行為が許されな

かった。生産もままならず配給も出せないにもかかわらず、職場離脱を認めな

かったのだ。したがって商売人の大部分は女性。男性は引退した老人だけだっ

た。女性たちにしても、職場を持つ者が「総合市場」で商いをすることは禁止

され、「扶養」と分類される家庭の主婦のみが許された。そのため女性の商売には

45歳以上など年齢制限を定めた。この年齢制限は、しばしば変更・撤回を繰り返

したが、2016年 1月時点では、女性の商行為に年齢制限はなくなっている。

　総合市場で売られているものの大半は、食品類を除きほぼ中国製であった。

国内の工場が生産機能を喪失しているところに、安価な中国製品が大量に流れ

込んだのだ。中国から輸入された品物は、まず物流拠点都市となった新
シ ニ ジ ュ

義州、

羅
ラ

先
ソン

、清
チョンジン

津、平
ピョンソン

城などに運ばれ、そこから今度は地方へと卸売りされていった。

逆に中国には、海産物や薬草材料、古鉄、古銅などが各地で集められて貿易会

社を通じて中国に輸出された。この過程で、様々な役割分担、競争が生まれ、

北朝鮮の市場経済は高度化、多様化していくのである。

　市場経済というのは、単純に品物が行き来するだけではない。サービス、運

輸、不動産、情報、労働力などあらゆるものが商品として取引の対象になる。

北朝鮮における多様な市場経済の展開について見ていこう。
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写真Ⅱ‒ 4
南部の海

ヘ

州
ジュ

市の総合市場の入り口。
アーチや建物ができるなど施設が整
えられたのがわかる。2008年10月撮
影シム・ウィチョン（アジアプレス）

写真Ⅱ‒ 5
アパートの裏通りに所狭しと露店が
並ぶ。女生と老人ばかりだ。売られ
ているのはほとんど中国製だという。
2008年6月平壌北方の平安南道平

ピョンソン

城市
にて撮影ペク・ヒャン（アジアプレス）

写真Ⅱ‒ 3
総合市場として合法化された後の清

チョン

津
ジン

の市場。撮影者が手に持っている
のは中国製の薬品だ。2004年7月撮影
リ・ジュン（アジアプレス）
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3 　運輸・交通は市場化で目覚ましい発展

⑴　国営交通手段の麻痺

　北朝鮮の運送と移動の手段といえば、長く鉄道が中心であった。これと市内

を走るバス、トローリーバス、平壌の地下鉄、近距離のローカルバスが、国営

交通手段として一般国民の移動を担ってきた。ところが現在では、都市間を長

距離バスが毎日運行し、荷台に人を満載したトラックが国中を縦横無尽に走る

ようになった。商行為が活性化するに従い、人々は遠くに出掛け、多くの物を

運ぼうとした。移動と運輸の需要が急膨張したのだが、立ち遅れた既存の国営

交通網は、そうした需要にまったく応えられず、替わりに商業的交通手段が急

速に発達することになったのである。今や商業的交通手段が北朝鮮の交通にお

いて主役の座を占めつつある。

　国営交通手段は計画経済の混乱とともに無秩序の度を深めていた。レール、

枕木、トンネル、橋梁、機関車、客車など、あらゆる鉄道施設と設備が更新さ

れず無残に劣化、老朽化した。1990年代後半の北朝鮮の鉄道はまさにズタズタ

であった。列車の窓ガラスは、盗まれたり乗り降りの邪魔だと割られたり取り

外されたりし、座席は暖を取るために車内で燃やされ、枕木は薪として住民た

ちが外して持って行ってしまう。送電線は切られて古銅線として売り払われた。

　さらに電力難が拍車をかけた。北朝鮮の鉄道は大部分が電化されているため、

1990年代後半以降、停電による運行麻痺が常態化した。列車が途中で止まるの

は当たり前。数日間、まったく動かず車両に閉じ込められてしまうということ

が今も続いている。最近の例を一つ。北部両江道恵
ヘ

山
サン

市に住む取材協力者のチ

ェ・ギョンオク氏（＝仮名）によると、「恵山市と平壌市を東海岸経由で結ぶ列

車区間では、2015年10月中旬時点で、通常22時間の所要時間なのに、 3日から

6日もかかる」とのことだ。
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⑵　商業的交通機関の誕生

　国営交通手段の麻痺に伴い登場したのは、商業的交通手段である。

　トラックやダンプの荷台に人を乗せて走る乗り合い自動車は、「サービ車」と

呼ばれている。「サービ」とは、英語の「サービス」から来たようだ。地方によ

っては「ポリ車」とも呼ばれている（「ポリ」とは「稼ぎ」の意）。「サービ車」

写真Ⅱ‒ 6　 走行中に止まってしまった列車。窓ガラスがほとんどない。2002年 8 月
両江道恵山市郊外を中国側より石丸次郎撮影（アジアプレス）

写真Ⅱ‒ 7　 大荷物の商売人でごった返す咸
ハ ム ン

興駅。2005年 6 月撮影リ・ジュン
（アジアプレス）
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は、軍、保安部（警察）、党機関、行政機関、保衛部（情報機関）、青年同盟な

どの公的機関が、所有する車両に運賃を取って客を乗せて金儲けをする場合も

あれば、機関が車両を個人に一定期間貸し出して運行させる場合もある。後者

は、ガソリンや部品代などの経費を負担させた上、売上の一定額を納めさせる、

いわば「外部委託」である。

　「サービ車」がさらに発展したのが、「稼ぎバス」と呼ばれる中長距離運行の

バスだ。「トンチュ」と呼ばれる新興富裕層や機関が、主に中国から中古バスを

買い入れ、国家機関の傘下会社の看板を、上納金を払って借りて運営する。北

朝鮮では個人経営の会社は許されておらず、このように国家機関の傘下会社と

なって利潤を追求する形態を取るケースが多く、「基地」と呼ばれている。

　鉄道や市内公共バスなどの国営交通機関の運賃は国定だが、「サービ車」や

「稼ぎバス」の運賃は、ガソリン価格やその他の物価と連動して変動する市場価

格である。筆者が北朝鮮内部で調査した鉄道と「稼ぎバス」の主要路線別の運

賃をいくつか示しておく。

写真Ⅱ‒ 8　 軍用のトラックの荷台に人が満載されている。ガソリン代や部品代を稼
ぐために軍部隊が直接「サービ車」を運営することもある。2008年 9 月
平壌市郊外にて撮影チャン・ジョンギル（アジアプレス）
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　路線別の鉄道運賃の闇価格について、北朝鮮の鉄道労働者の調査協力者は、

2015年 9 月に次のように説明した。乗車券の闇販売をしているのは、鉄道駅員

たちだ。

　「闇取引の価格は時期や需要によって変わるが、おおむね路線別で国定価格の

5～ 6倍ぐらいの値段だ。平壌行の場合は、地方の人間が入るのを統制してい

るため乗車券の販売も限られており高く売れる。茂山‒平壌行きは座席で 2万

ウォン程度で売られている。ただ、急な用がない場合は、面倒で時間が多少か

表 1北部地域と平壌間の国定鉄道運賃表（2015年 9 月調査）

区間 等級 料金（北朝鮮ウォン）
専用寝台 3500

茂
ム

山
サン

－平壌 一般寝台 3000
座席列車 1400

豆
トゥ

満
マン

江
ガン

－平壌
専用寝台 4100
一般寝台 3400
座席列車 1700

恵
ヘ

山
サン

－平壌
専用寝台 3300
一般寝台 2800
座席列車 1100

※2015年9月の北朝鮮ウォンの実勢レートは1米ドル＝8200ウォン

写真Ⅱ‒ 9　 沙
サリウ ォ ン

里院市郊外の「稼ぎバス」の発着ターミナル。車窓に行き先が掲げら
れている。兵士の姿も見える。2013年 9 月撮影ミンドゥルレ（アジアプ
レス）
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かっても、駅で切符をあらかじめ公式に申請しておいて国定価格で購入するこ

ともできる」

　この鉄道員の調査協力者によると、鉄道労働者の国定の月給は2015年 9 月時

点で1080ウォンから1900ウォンで、七等級に分かれているとのことであった。

同時期の市場で白米 1キロが5000～6000ウォンであったので、鉄道労働者は月

給で米500グラムさえ買えないことになる。食糧配給は出ていないという。その

ため、旅客部門の鉄道員は、国定価格の乗車券を 5～ 6倍の闇取引価格で売っ

て生計を立てているとのことであった。

　ちなみに、ディーゼル機関車が2015年初めより一部区間で導入された。恵山

‒平壌間の国定価格は寝台で 8万5000ウォンであったので、一般電車の30倍で

ある。電気で動く一般の国営鉄道運賃はコストと採算を度外視しているが、デ

ィーゼル機関車は動かすと油代がかかるため、採算を計算して価格を設定した

ものと思われる。ディーゼル機関車による運行は遅れがほとんどなく、高くて

も富裕層には好評だったようだ。

　次に示すのは、2013年 9 月時点の「稼ぎバス」の運賃例である。北朝鮮内部

の協力者の調査によるものだ。

　　平壌‒沙
サリウ ォ ン

里院　3500ウォン／51km

　　平壌‒平
ピョンソン

城　3000ウォン／41km

　　平壌‒咸
ハ ム ン

興　35000ウォン 道路距離不明

　　平壌‒元
ウォンサン

山　15000～17000ウォン 200km

　　恵山‒清
チョンジン

津　100000～110000ウォン 道路距離不明

　　（13年12月時点の実勢レートは1000ウォン＝0.12米ドル、筆者調べ）

　金を出しさえすれば、一日で北朝鮮全土を移動できるようになったので、モ

ノと人の移動、すなわち流通が飛躍的に促進された。わずか十数年で、全国に

長距離バスネットワークが構築された事実は驚きであるとともに、それを実現

したのが朝鮮労働党の政策や指導でなく、市場のパワーであることは特筆すべ

きだろう。
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地図Ⅱ- 1　北朝鮮主要都市
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4 　不動産の市場取引

⑴　定着した国有住宅の闇取引

　社会主義を標榜する北朝鮮では、土地や住宅などの不動産は共同所有が原則

であり、党や政府機関、企業所が、住宅を勤労者に無償で提供することになっ

ていた。しかし、現実には住宅は売買の対象になっており、都市部でも農村で

も、金を出さないと住まいを手に入れられなくなっている。住宅事情の悪化に

もかかわらず、国家が住宅を供給できなくなったために闇取引が始まったのだ

が、これは、食糧配給制が麻痺して闇市場が拡大したのと構図は同じである。

　北朝鮮では土地は国家所有で、住宅も日本の植民地時代に建てられた家屋な

どごく一部の例外を除いて、すべて国家と、協同農場などの協同団体による社

会的所有であり、売買・賃貸・抵当（家を借金の担保にとること）はいずれも

禁止されている。

　朝鮮戦争後の1950年代後半にベビーブームが起こって以来、北朝鮮ではずっ

と深刻な住宅難が続いてきた。この「戦後世代」が結婚年齢に到逹した80年代、

人口増に国家の住宅供給がまったく追いつかなくなった。特に都市部では、二

世帯同居、一間をカーテンで仕切って二家族が使うということも珍しくなかっ

た。

　住宅問題が構造的に変化したのは1990年代の「苦難の行軍」が発端だった。

生活苦に喘ぐ人たちが、最後の手段として住宅を売りに出し始めたのだ。また

大量の餓死者の発生もあり、住宅の「大量供給」がにわかに発生した。これは

生活に余裕のある人たちにとっては、より広くて便利な場所に家を手に入れら

れる機会となった。現在では都市部と農村部を問わず、北朝鮮全域で実質的な

「住宅取引市場」が機能している。だがそれはあくまで非公式なもので、法制度

が変わって不動産の個人所有が認められたわけではなない。国家住宅に入居す

るには、地域の行政府である人民委員会の都市経営局住宅配定課から、「入舎

証」（国家住宅利用許可証）の発給を受けなければならない。この「入舎証」を
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売買する。つまり住宅使用権を取引するのである。住宅を買いたい者、売りたい

者は、都市経営局の官吏たちに賄賂を払って使用者の名義を書き換えるのだ。

　現在では、軍を除隊した将校や、新しい赴任地に移動することになった党、

警察、保衛部（情報機関）の幹部たち、いわば権力機関の人間に対しても、国

家は住宅割り当てをほとんどできなくなっており、住宅が必要な者は、「住宅取

引市場」を通じて、金で国家住宅を「購入」するしかなくなっている。それを

仲介するのは、不法に取引の仲介をして手数料を稼ぐ「コガンクン」と呼ばれ

る不動産業者だ。「ゴカンクン」は、間取りや設備、立地条件、価格といった住

宅情報を積極的に収集し、商売を競い合いあうのだという。

⑵　住宅価格の相場

　では、実際に住宅はどれぐらいの価格で取引きされているのだろうか？公表

された統計など存在しないので、北朝鮮内部の調査を基に紹介したい。

　90年代末頃、平壌でも地方の大都市で高級アパートは「 1 万ドルアパート」

と呼ばれていた。その後市場の拡大により、計画経済の中では考えられなかっ

た高額の現金収入を得る人たちが出現し、価格は上昇していく。次は2006年末

にインタビューした北朝鮮第三の都市・清
チョン

津
ジン

市の住民の証言だ。

　「都市部では、平屋の一軒家の場合、駅や市場から近く、水道や電気供給の条

件が良く、野菜を作ったり犬や豚を飼える庭の広い家が好まれる。高層アパー

トはエレベーターもないし、電力難のせいで水道が出ないので人気がない。清

津市や咸興市の場合、二間と台所の平屋が市中心部では3000米ドル程度で売買

される」。

　韓国の慶尚大学社会科学研究院の学術研究教授チョン・ウニは、2011年から

韓国に住む脱北者20人に面接して住宅取引の実態調査をした。チョンの調査に

よれば、住宅取引の相場は地域や間取り、築年数、取引の年などによって200米

ドルから7000米ドルまで大きな差があった。大都市の幹部用に建設されたアパ

ートが高く、農村が安かった。
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　筆者が2014年度に調査を依頼した咸鏡北道会
フェ

寧
リョン

市の住民は、次のような報告

を送ってきた。

　「会寧市周辺の農村地域の場合、農村で一般的な庭を含め敷地70坪ほどの一戸

建てならば2000万ウォン（2500米ドル程度）前後。アパートの相場も同じぐら

い。一方、交通が不便だったり、左官工事が雑だったりオンドル（床暖房）を

備えていないなど追加の工事を要する家の場合、40～50坪の広さなら800万ウォ

ン程度で取引されている。会寧市中心から遠く離れた農村では 2世帯用の平屋

に50坪ほどの庭が付いていて、きれいな家が500万ウォンだった。都市部から離

れた交通不便な地域であっても、市場の近くにあれば70坪ほどの家が1500万ウ

ォン前後で取引されている」

　※（ 1万ウォン＝約1.25米ドル／2014年 3 月初旬の実勢レート、筆者調べ）

　なお、住宅取引は、基本は中国元や米ドルで行われ、農村では朝鮮ウォンで

取引きされることもあるとのことである。

⑶　販売目的の建設投資も登場

　2000年代初めから、トンチュ（金主の意）と呼ばれる新興富裕層が出現した

ことは述べた。腐敗した特権層と、その周囲に寄生して、拡大・増殖する市場

経済の中でうまく財を成した者たちである。このトンチュたちが、ある時は単

独で、ある時は共同して金を出し合って、一等地にアパートを建て、販売する

ケースが2005年頃から報告され始めた。といっても、個人が不動産の所有登記

はできないので、権力機関の名義を借りて建設して国家住宅として登録し、や

はり「入舎証」を販売するのだ。建前上は国家住宅であるが、実質は資本主義

社会の不動産投資と変わるところはない。2015年夏の時点で高級住宅の相場は

上がり、平壌の最高級アパートの場合は20万米ドル程度、地方の場合は 3～ 5

万米ドル程度だという。

　国家所有の住宅が売買されるという、北朝鮮式社会主義秩序の根幹を揺るが

しかねない現象が発生しているのは、労働党政権が住宅問題を解決できず、社
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会の需要を満たせなくなっていることに原因がある。「住宅取引の闇市場」は、

誰が指導したわけでもないのに、国家に代わって住宅流通機能を立派に果たし

ているのだ。

参考文献

「北朝鮮内部からの通信リムジンガン」第 4号　2010年 3 月（アジアプレス出版）
「북한에서의　주택가격결정요인에　관한　분석―함경북도　무산지역의　사례를　중심으

로」（北韓の住宅価格決定要因に関する分析―北道茂山地域の事例を中心に）チョン・ウ
ニ　東北亜経済研究第25巻第 2号　韓国東北亜経済学会　2013年 6 月　p243-p277

「북한　부동산시장의　발전에　관한　분석　―주택사용권의　비합법적　매매　사례를　
중심으로―」　（北韓不動産市場の発展に関する分析―住宅使用権の非合法的売買事例を
中心に）チョン・ウニ、東北亜経済研究第27巻第 1 号、韓国東北亜経済学会、2015年 3
月、p289-p328。

写真Ⅱ‒10　 右に見えるアパートはブロックが積まれたままで外壁工事が未完なの
に入居している。住宅難の反映であろう。2008年 6 月平安南道にてペク・
ヒャン撮影（アジアプレス）
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5 　市場経済拡大による社会変化

　市場経済の急速な拡大によって北朝鮮社会の仕組みは大きく変化することに

なった。人々の意識も変わった。北朝鮮政権の国民統制が、世界で類例を探す

のが困難なほど厳重であることは知られているが、この統制システムも揺らぎ

が出ている。

⑴　カロリー支配＝「糧政」の終焉

　食糧の個人売買を禁じ国家が一手に独占管理する配給制度は、「糧政」と呼ば

れていたことは述べた。これは要するに「食わせてやるから言うことをきけ」

というシステムだ。

　2016年 1 月時点で、食糧配給制が辛うじて維持されているのは、優良国営鉱

山や軍需工場などの労働者、軍人、公安機関、党や行政の官僚、平壌市民など、

政権が優待することで統制を維持したい対象だけである。この「優先配給対象」

は北朝鮮国民の20-30％程度だと筆者は推測している。その他の人々は、市場

活動で自力で現金を調達することで生計を立てている。

　「糧政」が破綻することで現れたのは、職場離脱であった。仕事に出ても生活

できるだけの配給も給料も出ないのだから、人々は、外で何らかの商行為をす

るか労働力を売って現金や食糧を得なければならない。先に鉄道労働者の国定

給与について触れたが、行政、党の役人、警官、教員なども同程度で、市場で

トウモロコシを 1キロ買えるかどうかという水準なのである。彼ら公共の仕事

に携わる労働者たちも、現金収入を得るためには市場で活動するか、もしくは

賄賂、横領などの不正に手を染めるしかないのが現実である。

　職場離脱という現象に対して当局は、拘束―短期強制労働という厳しい姿勢

で臨んだ。2）北朝鮮の住民統治の要のひとつである「組織生活」が空洞化する

のを恐れたのである（後述する）。しかし給料も配給もまともに出ないのである

から、市場に参加しないと暮らしていけない事情は企業所の幹部たちもわかっ
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ている。そこで一定のお金を企業所に納めた者に時間を与える運用が広がった。

つまり金を払って出勤したことにしてもらうのだ。財政難に喘ぐ各企業所にと

っても現金収入は貴重なので、勤労者に一定額を納めさせて代わりに時間を与

えることは、双方に利益があって合理的であった。職場公認なので労働者は咎

められることもない。

　ところで男性は総合市場に座って商売することが禁じられている。それで、

時間を得ると創意工夫して目立たぬよう商売をする。様々あるのだが、例えば

都市部でよく見られるのは、農村から都市に米や農産物を運ぶなど、物資の運

搬や卸の仕事（「テゴリ」と呼ばれる）や、荷役、建設、内装工事などの私的雇

用の肉体労働、自分でリアカーを買って荷物運びをする姿も多い。「糧政」の終

焉によって、労働党が管理できない自由商人、自由労働者が出現したわけだ。

⑵　職場離脱と「組織生活」の形骸化

　すべての北朝鮮国民は、小学 4年生なって「少年団」に加入したときから「組

織生活」が始まる。学校、職場、人民班、軍隊、そして、青年同盟（学生と40

表 2

種類 価格（朝鮮ウォン）
コメ 4100
とうもろこし米 1300
豆腐用豆 1850
食用油 10000
卵 500
リンゴ 4500
飴玉 10000
男女運動靴1足 25000
冬用ジャンパ―パ着 150000～200000

注：咸鏡北道のある地区の総合市場の物価 2016年 1 月アジアプレス調べ。
食品は 1 kg当たりの価格。卵のみ一個当たりの価格。実勢レートは
1米ドル＝8200ウォン
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歳以下の労働者）、女性同盟（主に主婦）、職業総同盟（40歳以上の労働者）、農

民同盟（農場員）など、何らかの組織に所属して、各種の奉仕労働や政治思想

学習、行事に動員される。また所属組織では、党と指導者への忠誠を確認する

ために週一回開かれる「生活総和」と呼ばれる行動反省会にも参加しなければ

ならない。組織内では相互監視も行われる。

　「糧政」による配給労働体系は、計画経済体制の要のひとつであるとともに、

人民統制管理の要のひとつでもあった。職場は生産の現場であるだけでなく、

労働党の思想と政策に服従を求める「組織生活」の場でもあった。あらゆる職

場で政治学習への参加が義務付けられ、金日成―金正日のお言葉と方針が伝達

されて忠誠を誓わされてきた。ところが、職場離脱が横行し、労働市場に飛び

込んで生活費を稼ぐ人が増加するに従い、職場の人民統制機能は弱体化してい

った。

　市場主義式の独立採算によって運営をする企業の増加も「組織生活」を形骸

化させている。 3 章の交通の項で触れたが、私企業が許されない北朝鮮では、

軍や警察、党機関などの権力機関が傘下に企業を作り金儲けをしている。これ

写真Ⅱ‒11  露天の床屋は全国で見られる。実入りの悪い国営店をやめた理髪師が個人
営業するケースが多い。自由労働者である。2013年 3 月平安南道平城市ペ
ク・ヒャン撮影（アジアプレス）
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らは一般に「基地」と呼ばれる。「トンチュ」たちが権力機関の籍を借りて「基

地」を作り、傘下企業として運営しているケースが増えている。北朝鮮ではあ

らゆる職場に労働党組織がある。このような「基地」でも必ず労働党組織が置

かれ「生活総和」が開かれるが、計画経済の破綻に出自を持ち利潤追求のため

にできた「基地」では、その規律は旧来の配給制度下の国営企業よりはるかに

緩く形式化している。労働動員などにも金を支払って「生活総和」に行かない

という現象が蔓延しているという。（2011年 9 月、「基地」経営の小規模炭鉱の

実態を調査した北朝鮮人協力者の筆者への証言など）

　商行為に身を投じる者と、労働市場で働く自由労働者、独立採算式企業の増

加は、労働党が管理できない労働現場が拡大していることを意味する。それは

党の思想や方針が行き届かない人々が増えているということである。

⑶　情報統制に風穴

　北朝鮮国民は、当局の検閲を経たもの以外、外国のテレビ、ラジオ放送や新

聞、書籍、映像に接触する機会を徹底的に剥奪されて来た。中国吉林省で発行

されている朝鮮語の新聞や本も北朝鮮国内には持ち込めず、入国審査で没収さ

れる。テレビやラジオは北朝鮮の放送だけが視聴可能なようにチャンネルが固

定されているし、北朝鮮を訪れる外国人との接触も厳しく統制される。政権が、

外部情報の流入が体制維持にとって脅威だと考えているからに他ならない。

　その情報統制の壁に、市場化の進展によって風穴が空くことになった。外部

情報それ自体が商品として売買の対象となり、非合法に流通・普及していった

のだ。2004年頃から、韓国の映画やトレンディドラマが大量に流入しブームを

巻き起こしている。厳しい情報統制を潜り抜けて、どのようにして韓国の映像

が北朝鮮に持ち込まれていくのか見てみよう。

　韓国の主要地上波放送は、衛星でも同時放送されていて、パラボラアンテナ

とチューナーさえあれば、中国東北部や日本でも視聴することができる。北朝

鮮ではもちろん視聴はご法度だ。韓国のドラマは中国朝鮮族の間でも大人気で、
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衛星放送でオンエアされた数日後には違法にコピーされて市場に並ぶ。当初は

低画質のビデオCD、最近ではDVDで流通している。この韓国ドラマの海賊版

がさらに複製されて、朝中国境の川・豆満江と鴨緑江を渡って北朝鮮に密輸さ

れていくのだ。

　北朝鮮でも2000年代に入って映像機器のデジタル方式への切り替えが始まり、

安価な中国製のビデオ CD、DVDの再生機が普及し始めた。北朝鮮当局も、こ

れら映像機器自体を厳しく規制しなかった。自国の映画やプロバンガンダ映像

を国民に見せる必要があったからだろう。

　韓国のドラマはコンテンツとして圧倒的な支持を得て闇市場でよく売れた。

儲かるのだから商売人たちは、新作をせっせと密輸しては複製を作り北朝鮮内

で流通させた。もちろん、北朝鮮の警察当局は、「不純録画物撲滅」キャンペー

ンを繰り返し行って取り締まりを強めたが、撲滅するには至っていない。この

ように、北朝鮮内部に人の好奇心に根ざした「外部情報の市場」が生まれ、政

権がもっとも警戒していたはずの、主敵韓国の映像を大量に流通させるという

事態を生みだしたのである。

⑷　移動統制の綻び

　北朝鮮は移動の自由がない社会である。居住地から他道に行こうとすると、

人民政府と保安署（警察）を回って「旅行証明書」の発給を受けなければなら

ない。かつては、冠婚葬祭や出張などの用事でなければなかなか発行されなか

ったが、市場化の進展に伴って人の移動、商品を運ぶ需要が激増し、現在では、

多少の賄賂を渡せば簡単に全国を移動できるようになった。（ただし、平壌と韓

国との軍事境界線近く、中国国境沿線は厳格）。移動統制が大幅に緩んでいるわ

けだ。

2） 服装などの風紀違反、職場離脱など社会の規律を乱した者に対し、保安署（警察）の権
限で裁判なしで 6カ月間未満の強制労働に従事させる拘束施設を「労働鍛錬隊」という。
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おわりに

　韓国に亡命した元労働党書記の黄長燁は、1996年12月に金正日が金日成総合

大学で行った演説文を持ち出していた。演説のなかで金正日は農民市場につい

て触れている。

　「このように農民市場と商売人たちだけが栄えると、人々の内に利己主義が助

長され、党の階級陣地が崩れることもありえる。そうなると、党は大衆的基盤

を失いへたばってしまうかもしれない。これは、以前ポーランドとチェコスロ

バキアで起こった出来事をよく言い表している。」（韓国の雑誌「月刊朝鮮」1997

年 4 月号）

　衣食住を国家が保障するという「社会主義の優越性」の観点からも、またカ

ロリー源を国家が握ることで民衆を統制支配する「糧政」の観点からも、金正

日は農民市場の増殖―闇市場化を資本主義の萌芽とみて、危機感を抱いていた

ことが窺われる。

　金正日のこの演説から20年近くが経った。労働党や金正日が指導したわけで

も、法制度を変えたわけでもないのに、闇市場から拡大した市場経済は、当局

による追認と抑制を繰り返しながら、すっかり北朝鮮社会に定着することにな

った。とはいえ、北朝鮮政権は、社会主義、計画経済体制を放棄したわけでは

ない。毎年 4月に開かれる最高人民会議では、前年度の国家予算執行の決算と

新年度の国家予算計画について報告、討議、承認をする。しかし、2002年以降、

国家予算及び工業生産額、穀物生産額は、対前年の増減率だけが公表されるだ

けで、金額が未発表という異常事態が続いている。建前になってしまっている

計画経済が、もはや自国通貨による指標も示せない状態に陥っていることを示

しているといえよう3）。

　市場に対する金正恩の立場はどうか？　2011年末に金正日が急死したことで

発足した金正恩政権は、2013年に新しい社会主義経済管理方法を導入して、工

業においては、「企業が国家の生産計画とは別に独自の新製品を開発、生産、販
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売することができるようにする生産組織権や貿易および合弁合作権が企業所に

付与」するなど、企業の裁量を拡大させた。農業でも同年に「圃田担当制」を

導入して、協同農場の農民が担当する田畑の生産物の処分権を拡大させた4）。

　だが金正恩政権は、市場をあくまで社会主義経済システムを補完する限定的

な役割、空間とする立場を今も固守している。

　「経済管理の分権化が『計画経済と市場経済の共存』を促進させ、最終的には

『生産手段の民営化』を招くとの指摘に対して、内閣の経済行政担当者は『朝鮮

は、社会主義経済制度の基礎である生産手段に対する社会主義的所有を固守し

ている』と反論している」（同前）

　このように、わざわざ「北朝鮮で始まった措置は、断固『改革開放』ではな

い」と念を押すために、朝鮮総連の機関紙「朝鮮新報」で、記事を発表してい

ることは興味深い。

　ここまで見て来たように、市場経済の発達、拡散によって北朝鮮社会は大き

く変わることになり、かつてない流動性を持つようになった。人もモノも金も

情報も活発に流通し、国有不動産が取引され労働市場まで生まれているのだ。

それだけではない。北朝鮮の伝統的な社会主義「階級制・身分制」も崩れつつ

ある。金があれば党員にもなれるし幹部にもなれる。都市移住がきわめて困難

だった協同農場員も、金があれば離農して都市住民になることができる。逆に

かつて優遇されていた「抗日闘争参加者家族」「朝鮮戦争参加者家族」などの待

遇は形式化が進み恵沢と言えるものはほとんどない。つまり、金がないものは

まったく浮かばれないのであり、市場化で貧富の格差は格段に拡大したのであ

る。

　市場の増殖で北朝鮮の人々の意識も変わった。国家にも党にも、まして指導

者にも頼らず、自力で生計を立てることが当たり前になると、政権や指導者に

対する忠誠心の希薄化、無関心といった傾向が顕著に現れるようになった。皆、

商売に忙しいのである。
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　述べたとおり、外部情報の流入の影響も大きい。同じ社会主義国の中国やベ

トナムが改革開放政策で飛躍的に経済発展したこと、敵対する韓国の経済が先

進国水準にあるということが国中に知れ渡った。その結果、自国の貧困や不自

由の理由を相対化して考えられる人が急増した。「改革開放に向かわず社会主義

に固執する政治に問題がある」との考えは今や常識になっているというのが、

北朝鮮の人々を数多く取材して来た筆者の見解である。ただ、市場経済の拡大

が、金正恩独裁体制の変化に、今後どこまで、どのように影響を及ぼすかにつ

いては、北朝鮮内部の状況を注意深く見ていく必要があると考える。北朝鮮式

独裁と市場経済がうまく共存していく可能性もないとは言えないからだ。（敬称

略）

3） 「北朝鮮経済の現状と今後の展望：改革・開放の行方」山本栄二、New ESRI Working Paper 
Series No.7、内閣府経済社会総合研究所、2008年 8 月。
4） 朝鮮総連の機関紙「朝鮮新報」インターネット版、2014年 2 月 4 日付け金志永記者署名
記事「生産の当事者に相応の権限を付与／独自の社会主義的経済管理方法」
　http://chosonsinbo.com/jp/2014/02/20140204riyo/など。




