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69．旧友に会ったような気持ち 

 

1975年４月、金日成主席の誕生日を意義深く記念した平壌の街に

は、さまざまの花が美しく咲き乱れ、かんばしい香気を放っていた。 

街路を走る多くの車の中には30前の若い日本人を乗せた車もあ

った。車中の人は日本青年チュチェ思想研究会の代表尾上健一氏

であった。 

 

尾上健一氏は、1947年長崎県に生まれ、1978年、チュチェ思想国

際研究所事務局次長となり、1980年からは同事務局長を務めている。

氏には『輝かしい未来 あたたかい愛情』『明日を拓く』(白峰社

刊)など主席にかかわる多数の著書がある。 

 

尾上健一氏の思いは深かった。２度目の平壌訪問であり、今回

はなんとか金日成主席に会いたいと思いながらも、国政に多忙を

きわめる金日成主席と会見することが果たして可能であろうかと

危惧し、社会的地位からしても、また仕事の実績からしても主席

の接見を受けるだけの資格はやはりないと思っていた。だから接

見が許されたと聞いても、信じられない思いであった。 

ところが実際にその歴史的な日がやってきたのである。全く意

外というほかなかった。 

金日成主席は中国訪問を翌日に控えた４月16日、多忙をきわめ
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るその貴重な時間をさいて、日本のある学者とともに氏を招いた

のである。 

尾上健一氏は内閣庁舎に案内された。エレベーターが停まってド

アが開いたとき、そこに金日成主席が満面に笑みをたたえて立って

いた。これまた思いもよらぬ夢のような出来事だった。 

明日へのあてもなく暗中をさまよっていた氏に、明るい希望を

与え、栄光のチュチェの道をさし示してくれた金日成主席にこう

して会えたのである。 

疑いもなく面前には主席が立っておられ、しかも自分の手を取

ってほほえんでいる。夢のようであった。 

氏は、時間がそのまま止まってくれればと思った。 

主席は、記念に写真を撮ろうと言った。 

世界でもっとも偉大な革命の指導者として尊敬してきた主席に

お目にかかり、一緒に記念写真まで撮ったこの感激をなににたと

えられようか。早くこのことを故郷に知らせたかった。 

氏は、２日前、チュチェ思想をかかげ、チュチェ偉業の実現の

ために、すべてを捧げることを同僚たちと固く誓い合ったことを

想起した。 

その日、平壌を訪問中の日本青年チュチェ思想研究会の代表た

ちは、ひたすらチュチェの道を歩み、チュチェ偉業の成就のため

に、すべての熱情を傾けようと誓い合ったのである。 

その感激もまだ冷めやらぬ今、氏は日本のチュチェ思想研究者

の一人として、主席と会見することになったのである。 

氏は主席のそばの席に着いた。 
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主席は一行の健康について尋ねた後、もっと早くお会いすべき

だったが、遅れてすまないと言い、次のように語った。 

「わたしはきょうはじめて先生方とお会いしますが、旧友に会

ったような気持ちです。それは、わたしたちが親しくなり、思想・

意志のうえで共通点をもっているからです。わたしは、きょう先

生方を同志的な雰囲気のなかで迎えることを大変うれしく思いま

す」 

つづけて主席は、あなたがたが日本の人々に朝鮮を深く理解さ

せるために尽力していることは、日朝両国間の親善を強化するう

えに大きく寄与することになると力をこめて言い、日本人民と朝

鮮人民の運命は一つにつながっているとして、こう語を継いだ。 

「朝日両国人民は、帝国主義に反対するたたかいとアジアの平

和と社会主義をめざす共通の念願からしても、同じ理想をもって

いると思います。このような点から見れば、朝日両国人民の団結

は非常に重要だと考えます」 

主席は、現時代は自主性の時代であり、自主性をめざす世界の

革命的人民のたたかいは必ず勝利する、こうした時代にチュチェ

思想を学び、チュチェ思想に従って生き、たたかうのはもっとも

生きがいのあることだとして、力をこめてこう言った。 

「いまは、世界がみな自主性を強調する時代であります。 

社会主義諸国は言うに及ばず、新興独立諸国もみな、自主性の

ためにたたかっています。……資本主義国のなかにも自主性を求

める国が多くあります。…… 

今日、自主性は一つの思想的潮流となっています。 
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わたしはアフリカの元首にも、人民にも会い、言論界の人士

や学者にも会いましたが、彼らはひとしく自主性を強調してい

ます。…… 

あなたがたもわれわれも、このような時代に生きているのです

から、この時代の潮流にそうようすべての人をさとし、彼らが自

主性のためにたたかうよう、同じ戦友、同志としてともに努力し

ましょう。 

こうすることが全人類のために寄与することだと考えます」 

氏は、まだいろいろな面で未熟な自分たちを、自主性のための

闘争における同志として信頼し、励ましてくれる主席の言葉に深

く感動しながらも、申し訳なさそうに、日本でチュチェ思想を研

究し普及する活動を行う自分たちの力量がまだ弱く、経験も浅い

と言った。すると主席は、「力量の大小が問題ではありません。

一点の火花が燎原の火となるように、いまは小さな力であっても、

今後大きく燃え上がるでしょう。われわれもいま始めたばかりで

す。いまは手始めにすぎませんが、今後大きく拡大されるだろう

と思います」と氏を励ました。 

取り立てて言うほどの仕事もしていない自分たちを、貴重な時

間をさいて親しく身近に呼び、理論的・実践的問題をわかりやす

く教え、励ましてくれる主席に対し、尾上健一氏はただただ感謝

するばかりであった。 

旧友に対するように、菓子やタバコを勧めながらやさしく語る

主席、高邁な徳性をそなえた主席の教えを一つひとつ胸に刻む一

瞬一瞬は氏にとって感動の連続であった。いつの間にか緊張が解
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け、慈しみ深い父親に対するような親近感を覚え、時間のたつの

も忘れていた。 

こうして昼の時間になった。 

主席は恐縮する彼らと一緒に食事をとり、祝杯まで交わした。 

氏はまたとない光栄、感動にひたった。 

長年の切願がかなって主席に会えた感激、主席のやさしく慈し

み深い人徳にじかにふれた感動、そしてかくも偉大な方に学び、

生き、活動する栄誉と喜びでその晩はなかなか寝つかれなかった。 

貧しい家に生まれ育った氏は、苦学して夜間高校を終え、大学

に進学した。生活の体験を通して、矛盾に満ちた日本の社会を変

革する必要性と闘争の切迫感を深く自覚し、学生運動に参加した

が、闘争は一歩も前進せず、ともにたたかった仲間はばらばらに

なり、みな「安定」した職を選んで立ち去った。闘争方法を知ら

なかった氏は、自分の無能ぶりを嘆き、悔しい思いをしていた。 

社会変革の心だけがはやり、いろんな活動をこころみたが、解

決の方途を見いだすことはできなかった。 

こうしたときに、氏は主席のチュチェ思想に接したのである。

主席の著作や伝記を読んで、千里の先を展望するような思いがし、

この地球上に金日成主席のような偉大な指導者がいるということ

は、新しいものを志向する世界の進歩的人民にとって無上の幸せ

であると確信するようになった。 

主席のチュチェ思想を指針とするなら、主体性を失い、教条主

義の泥沼にはまって動きがとれなくなった日本の青年運動を正し

い道に導くことができるという確信が尾上健一氏の心をとらえた。 



 

 6 

 

 



 

 7 

 

 

70．友情に国境はない 

 

1975年５月、大正大学助教授の林亮勝氏は、日朝文化交流協会

理事長高木健夫氏とともに金日成主席の接見を受けた。主席は中

国訪問から帰ったばかりであった。 

その日、両氏は金日成主席から食事に招待され、平壌郊外の別

邸に向かった。よく晴れた土曜日の朝で、窓外に流れる田野は田

植えの真盛りであった。 

横に並んで座っている高木健夫氏は深い追憶にふけっていた。

氏は1971年の冬から72年春にかけて共和国を取材しており、その

ルポは『読売新聞』に連載されて大きな反響を呼んだ。同じ頃出

版した『領導の芸術家 金日成』は、数回にわたって金日成主席

の接見を受け、林
リム

春
チュン

秋
チュ

をはじめ主席とともに抗日遊撃戦を戦った

人たちの話を聞き、農村、工場等を訪ねてまとめたもので、人々

に大きな感銘を与えた。 

高木氏は練達のジャーナリストであると同時に、日本の敗戦後、

最初の日本史分野でのベストセラー『生きている日本史』の著者

でもあった。事実を見る目は鋭く、その中から真実をえぐり出す

氏の筆力に太刀打ちできる者はいなかった。そのような実力と名

声によって高慢といわれるほど自尊心も高く意地の強い高木氏が、

すっかり主席に傾倒し、当時の多くの日本人にはまったくの未知

の国であった朝鮮への理解を深めることの必要を痛感した。氏が、
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朝鮮の南北分断が日本の植民地支配の結果であることをしっかり

と認識し、朝鮮民族の統一が早期に実現するように努力しなけれ

ばならないと確信し、多くの知友に呼びかけて結成したのが日朝

文化交流協会であった。 

高木氏は主席の抗日遊撃戦時代に深い興味を持っていた。氏は、

共和国建国の精神と、その国づくりの手法は遊撃戦時代の苦しい

体験の中から生まれたものであり、だから遊撃戦時代をしっかり

見つめることで、現在の朝鮮の政治的な考え方や社会の実情を理

解する基礎ができる、と考えていた。そうした目的で1975年、林

亮勝氏を伴って再度朝鮮を訪問したのであった。 

1904年生まれの高木氏はすでに70歳の高齢で、健康を思い、助

手が必要だ、と周囲の人たちが考え、『生きている日本史』執筆

以来氏を手伝っていた林亮勝氏が同伴することになったのである。

林亮勝氏はほとんど朝鮮問題に対する知識がなく、朝鮮に向かい

ながらも心配していた。 

朝鮮から帰国後に会った友人が、真顔で、「君にはもう会えな

いかと思っていたよ。よく帰ってこられたね」と言ったものだが、

敵の悪宣伝は人々にこのような影響を与えていたのである。 

氏は朝鮮の地を踏んでから、北朝鮮に対する宣伝は真っ赤な嘘

であることを知った。 

朝鮮で聞いた笑い話がある。南側の漁民がしけで北側に漂流し、

助けられた。漁民が「ここはどこか？」と尋ねた。「ここは北朝

鮮だ」と言ったが、信じようとしない。彼らは、「北の住民には

角が生えている」と教えられていたのである。日本人の場合も同
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じであった。朝鮮の人々に角が生えているとは思わなくても、「お

そろしい国」というイメージは相当に広くしみこんでいた。林亮

勝氏も、どこかにそのような気持ちがあった。それで高木健夫氏

が文化交流協会の理事長になると言った時に、「仕事に支障がで

るからおやめになったら……」などと言ったものである。 

このような考えは平壌滞在中に跡形もなく消えてしまった。 

暖かいもてなしを受けたから、朝鮮に対する考え方が変わった

のではなかった。朝鮮の人々の生き方に共感が持てたことと、心

のつながりができたことによるのである。それは厚い人情の絆と

もいえる。人の心に残るのは、このような人間の真情である。 

氏は考えた。 

……日本と朝鮮とでは、社会体制はまったく異なる。しかし、

そこに生活している人の気持ちには、当然のことだが、共通する

ものが多い。個人の生活を大事にするのか、国家・社会の利益を

優先するのかは、基本的な差であるが、どのような体制でも、個

人の生活だけがあるのではなく、また、全体のなかに個人の生活

がまったく埋没してしまうのでもない。 

日本が植民地支配をしていた時代の大多数の朝鮮人の生活はみ

じめであった。私と同年輩のある朝鮮人幹部は、解放前家族の援

助でなんとか旧制の中学に進学したものの、月謝が払えずに、２

年で退学したという。しかし、今はどうか。全人民が就学前教育

を含めて小学校から大学まで無料で教育を受けている。学用品、

制服なども無料で支給される。1975年からは11年の義務教育が実

施されるという。知識は社会を進歩させる原動力であり、それは
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労働によって強化され、労働はまた知識によって質が高められる

と彼は言うのであった。大
テ

同
ドン

江のほとりを一緒に散歩しながら彼

は、「わたしたちは解放後何もないところから、偉大な指導者を

中心に全人民が心を一つにして、誇りの持てる国をつくったので

す」と言った。…… 

車は簡素な２階建ての別邸の前で止まった。 

主席が玄関先で両氏を出迎えた。大きな主席が小さな高木氏を

抱きかかえるようにして久闊を叙し、両氏は広間に通され、直ち

に会話が始まった。前回の訪問の時のことや、その後出版された

高木氏の著書のことなどがまず話題となった。 

国際情勢についての認識や今後の方針などについて高木氏が質

問すると、明快な力強い答えがすぐに返ってくる。 

主席は、「高木先生はビールが好きだから、ビールを飲みなが

ら昼食をとり、話を続けましょう」と言った。 

「お疲れでしょう」という高木氏の言葉に主席が、「疲れるこ

ともあります。そんな時は農村へ行き、農民たちと膝を交えて語

り合います。少年宮殿へ子供たちの元気な姿を見に行くこともあ

ります」と答える場面もあった。 

主席は、幹部は背のうを背負って現地へ出て行くことが必要だ、

一人の足の弱い者にみなが力を貸して、その力を強めるようにし

なければならない、大衆とともにあって、大衆の知恵を集約して

いかなければ社会の改革を進めることはできない、と強調した。

林氏はおおきくうなずいた。 

その夜、高木氏は「何故こんなに大事にしていただけるのか、
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私は一介のジャーナリスト、力のない野人なのに何故なのだろう」

と言った。 

当時の林亮勝氏にはもちろんその理由は分からなかった。ただ

金日成主席と高木健夫氏の会話を聞いていると、お互い相手の立

場を十分に尊重しながら、その中で真実の言葉が交わされている

ことに気がついていた。２人のあいだにはいろいろな立場を超え

ての厚い友情があったように思えて「友情では…」と言った。す

ると高木氏は「主席のお気持ちは有難い。なんとも有難いね」と

言うのであった。 

林氏を案内した若い通訳は外国語大学日本語科の出身で、通訳

という選択がよかったかどうか考え込むことがあると言った。彼

は、いまの職業に不満があるわけではない、しかし、主席にお目

にかかるチャンスが少ないのだ、工場や農場で働いていれば、主席

の現地指導を受けた際、運がよければ主席と言葉を交わすことが

できるかもしれない、いまはそのチャンスが少ない、そのことが

とても残念だ、と言った。 

後日、林亮勝氏はこう書いている。 

「日本人は一度朝鮮国を世界地図から抹殺した。朝鮮民族を日

本民族に取り込もうとさえした。この過去に拘泥することが必要

である。…… 

朝鮮人民は自らの努力で、誇りをもって『ウリナラ（わが国）』

といえる国をつくった。 

それは『いつも人民とともにある』という言葉をそのまま実行

している指導者を中心に、律儀に、ストイックなまでに今日を築
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き、明日をよりよくしようと考える人びとの努力の結晶である。 

私は何度もの訪朝で、多くの友人とめぐり合えた。ある国を思

うということは、抽象的な観念ではない。友情に国境はない。友

情を通してその国を見るという視点を大事にしたいと思っている」 

林亮勝氏はのちに大正大学学長、日朝文化交流協会理事長を務めた。 

 

 

71．左幸子氏の思い出 

 

映画女優の左幸子氏は1975年４月末から５月にかけて、日朝国

交正常化国民会議代表団の一員として朝鮮を訪問し、金日成主席

の接見を受けた。 

氏は、今村昌平監督の『にっぽん昆虫記』で女の歓びと悲しみ

を演じて多くの映画賞を独占し、77年『遠い一本の道』では監督

も手がけた。 

以下は、彩流社刊行の『明日に向かって』に掲載された氏の訪

朝印象談である。 

 

――平壌から板
パン

門
ムン

店
ジョム

まで各地をごらんになったご感想は。 

左 空港から約30分間、車に乗って平壌に向かうわけです。ち

ょうど田植えのまっ盛りで、広大な土地が全部耕され、苗が植え

られていました。 

山はきれいに段々畑にしてあるかと思えば、もも、りんごなど

の花がいっぱいに咲いていました。とにかく緑と花が多いのです
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よ。 

10日間、朝鮮に滞在して、本当に感心したのは、こうした都市

づくりです。 

平壌では風にゆられたポドナム（柳）があたり一面に種をまき

散らし、まるでサマースノーのようでした。ライラックの花も満

開でした。 

東京も平壌も同じような焼野原から出発したのですが、平壌は

人間が王様、人間が主人公という考えを基本にして都市を復興し

たんですね。 

オンドルも人口100万の都市に実に一カ所から全家庭に配るセ

ントラルヒーティングで行っている、これはおどろきですね。一

事が万事こうなんです。 

パリもすばらしい町だと思います。美学的に。あれはナポレオ

ンがつくりました。でも美と機能をかねそなえた現代の本当の都

市というのは平壌ではないでしょうか。 

美しい街を歩く婦人もすてきですよ。みなさんパーマをきれい

にかけて、薄化粧していらっしゃる。私は人の服装だけでなく、

平壌という都市そのものが芸術だと思いました。 

――映画撮影所の見学はいかがでしたか。 

左 私、映画撮影所にいくなんて思いもかけませんでした。ご

存知かも知れませんが、世界中の映画撮影所はきたないのが常識。

しかもひじょうに不便なところにあります。私はそういうイメー

ジしかないから、撮影所なんていやよといったの。でもいったら

びっくり仰天。とにかく敷地は広大で、学校あり、託児所ありで、
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ないものがない。すべての働く婦人が心配しなくてもよいりっぱ

な施設がととのえられていました。 

私のように、子どもをおいて６カ月もアフリカだ、アンデスだ

と歩いた人間にとっては大変うらやましい。やはり、外国へ行っ

て一番気になるのは、人にあずけてどうしているだろうかと心配

ばかりしている子どものことです。 

――５月１日のメーデーはどうでしたか。 

左 私、メーデーの夜に踊りがあると聞いたんです。会場の

金日成広場には一万人の男女が集まっていました。踊りながら、

とても感動したことは若い女性たちの色とりどりのチマ・チョゴリ。

絹なんです。そしてにこやかな笑顔です。労働で日に焼けてるが、

肌は実にきれいなんです。一つの輪ではなく、つぎからつぎへと踊

りの輪にはいっていくんですが、みなさん、仲間に入れて下さる。 

そのときの手のひらのがっちりした固さというか、厚さという

か、私は労働した手をしっかり握ったとき、体中から、汗が出そ

うな感動をおぼえたんです。 

――市民の生活、暮らし向きでとくにお感じになったことは。 

左 私、日本人の顔にゆとりがないことを考えます。これは一

つには人間の情操や創造性を押さえる教育をしているからだと思

うんです。そういう意味で私は学生少年宮殿をみたとき、ずいぶ

ん考えさせられました。 

この前、テレビのニュースにでて10分間、朝鮮でみてきたこと

をしゃべったんです。そうしたらそれをみた方から電話があった

んです。その人は「左さん、ニュースの時間にお出になって月謝
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も医療費もタダで、家賃がほとんどなくて、物価は下がる、税金

はないという夢のような国のお話をなさっていらっしゃったんで

すが、いったいどこの国ですか」というのです。ありのままの朝

鮮の姿を日本人にもっと知ってもらいたいです。 

――左さんご自身、教師の経験をおもちですが、共和国の教育

と子どもたちをつぶさにみられた感想は。 

左 学生少年宮殿に行ったとき自分が好きな学科、音楽、文学、

科学、芸術などを選んで、学習している姿におどろかされました。 

また、こどもたちに自主独立の精神が生き生きと根づいている

こと。こんなことがありました。子どもたちが20人ぐらい隊列を

組んで歩いている。先生はいないの。きけば小学校４～５年生の

子どもなんだけれども、子どもたちだけで見学にいった帰りなん

ですって。びっくりしました。 

子どもたちはくったくがありません。どこへいってもにこにこ

と出迎えてくれる。うれしいものでした。そして、歌とか踊りを

披露してくれるんです。 

私はかつて高校の体育の教師でした。だからよけい強く感じた

のかもしれませんが、小学校２～３年の子でさえ、３～５分間平

気で体操演技をします。あの体力には感心するとともに、あの年

齢から訓練のシステムがきちんとできていることをうらやましい、

と思いました。 

子どもの体は８歳から13歳ぐらいのときに基礎ができるわけで

すよ。ところが日本は今、どうでしょう。こういう年齢のとき、

本人の意思におかまいなく、塾へ通って受験勉強に追われるので
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すね。体力なんてつくはずがありません。 

私は、朝鮮のあの学生少年宮殿のように、自分の才能をのばす

すばらしい施設があり、子どもたちも自分で好きなものを選び、

自分たちでそこへ通っていることに非常に強い関心をもちました。

小さな子どもたちも実にのびのびしています。 

とにかく、子どもの教育に金はおしまず、徹底してやっていま

すね。 

――今年は国際婦人デー65周年になる年ですが、共和国の婦人

をみてとくにお感じになったことは。 

左 まず、ほとんどの女性が職場にでていますね。それを可能

にするあらゆる条件があるし、保障されている。働く婦人は育児

の心配をしなくてもよい。 

日本のばあいですと、婦人は才能があっても、発揮できる場が

ないので非常にもやもやした雰囲気があると思うんです。 

朝鮮のばあいは、男とか、女とかいうんじゃなくて、すべての

人々にそれぞれの能力に応じた道が開かれています。 

だから、職場で仕事をきちんとやっている婦人もへんに肩ひじ

を張ってはいません。余裕があるんですね。 

――近頃「北の脅威」などという宣伝が盛んにされていますが、

直接目でみ、肌で感じた共和国北半部の雰囲気はどうでしたか。 

左 私が帰ってから日本の記者がやはりそういうことを聞くの

です。 

ところが北朝鮮には緊迫感なんて何もありません。あるのは400

億本のとうもろこしを植える運動と今年の豊作のかぎをにぎる田
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植え作業への熱気です。兵士も一生けん命、田植えを支援してい

ました。 

軍務についている軍人に出会ったのは、38度線の板門店だけです。 

では、ここは緊迫しているかというとそうでもない。38度線以

北の非武装地帯はとにかくぎりぎりいっぱいまでえんえんと耕さ

れているんです。農民は豊かな水田や畑で農作業をしていました。

のどかなもので、平壌郊外の農村と何の変わりもありません。第

一、あれだけ汗水たらして建設しておいたものを戦争で、灰にし

ようなどと考える人はいないでしょう。戦争をする気ならあんな

に懸命になって建設するわけないでしょう。 

――最後になりましたが、平壌を発たれる前日、金日成主席に

お会いになられたわけですが。 

左 １時間５分の会見でした。主席は最初に女性の方、お変わ

りありませんかといわれ、まず、やさしく気分をほぐして下さい

ました。お話のなかで非常に印象深かったのは、ベトナムはベト

ナム、カンボジアはカンボジア、朝鮮は朝鮮であると、自主独立

の姿勢を強調なさったことでした。 

朝鮮の統一は３大原則と５大方針にもとづいて行う、この政策

には何の変化もない、とおっしゃいました。つまり、あくまで自

主的、平和的に行うということなのです。 

主席のお話には、自分たちがいままでやってきた祖国建設とい

うものへの誇りと自信が満ちあふれていました。 

私は何よりも、生涯、祖国の光復独立のためにたたかい、今な

お祖国を繁栄に導いていらっしゃる方にお目にかかったことを大
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へん光栄だと思っております。 

主席は笑顔のすてきな方です。私たちに友人として接している

ことが、その笑顔から感じられました。会見の終わりに一人一人、

主席と握手するわけです。私はこのとき、主席が、都市づくりな

どにもみられるように、「美」に対しても深い心をおもちの方で

あることに大変感動しましたといったら、主席は私に、今度いら

したときにはもっとゆっくり参観して下さい、とおっしゃいました。 

私が日本人として一番強く感じるのは、朝鮮人の独立心です、

自主独立の精神なんです。 

チュチェ思想は人間がもっとも大事だという思想です。これが

朝鮮民主主義人民共和国の個性をつくりあげていると思います。 

 

 

72．親友として 

 

1975年５月、日朝文化交流協会理事長の高木健夫氏は、新しい

著作の執筆を準備するため、70の高齢をおして再び朝鮮を訪問した。 

氏は、金日成主席が展開した英雄的な抗日武装闘争を豊富な歴

史的資料を駆使して世に伝えようと思い立ったのである。 

主席のチュチェ思想を知り、朝鮮人民の不屈の革命精神の真髄

をつかむためには、必ず、主席の初期革命活動史と、つづく抗日

武装闘争において達成した不滅の業績を掘り下げて確認する必要

があると考えたのであった。それに、氏には『読売新聞』長春特

派員時代、日本軍討伐隊に従って、朝鮮人民革命軍の作戦地域を
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取材した経験があった。 

主席が朝鮮人民革命軍主力部隊を率いて第２次北満州遠征の途

にあった頃、北満州の寧安、東寧城、鏡泊湖一帯を巡り、主席に

ついての重要な資料を入手し、非常に驚き感嘆した覚えがあった。 

しかし、それらの資料は公表されることなく今日に至っていた

のである。 

そんな事情も手伝って、氏は、主席のチュチェ思想に輝く抗日

武装闘争史を、日本人民に正しく伝えなければという使命感を抱

いたのであった。 

高木健夫氏は平壌に到着すると、早速朝鮮革命博物館におもむ

き、また、抗日革命闘士たちの回想談を聞くなど、取材活動を精

力的に進めた。 

抗日革命闘争史についての研究が深まると、氏はどうしてもま

た金日成主席に会ってじかに体験談を聞かなければという思いに

かられた。 

こうして、1975年５月17日、氏は主席の接見を受けることにな

った。 

主席は感激する氏の健康を尋ねた後、「きょうはあなたが日朝

文化交流協会の理事長であり、わたしが共和国主席であるという

地位を離れ、旧友として話しましょう」と言ってほほえんだ。 

その頃、主席は中国訪問から帰ったばかりで、ひきつづきヨー

ロッパとアフリカへの訪問を前にしていたが、氏にほとんど１日

を提供した。主席は話を続けた。 

「わたしは、高木先生が日朝文化交流協会理事長になられたこ
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とを心からお祝いいたします。 

高木先生はわれわれの親しい友人であり同志です。先生は1972

年の訪朝以来、朝鮮人民のため大いに活動しました。昨年、列国

議会同盟総会に参加するため、わが国の議会グループ代表団が日

本へ行ったとき、高木先生はわが国代表団の活動を誠心誠意援助

してくれました。わたしはこれを非常にありがたく思っています。 

日本には高木先生のようなわれわれの親友がたくさんいます。

日本の親友たちは、わが国の議会グループ代表団が日本へ行った

とき、代表団を擁護し、その活動を積極的に支持し援助しました。

わが党中央委員会と共和国政府は、代表団の報告を受けて非常に

満足しました。高木先生が帰国されましたら、日本のわれわれの

親友たちにわたしの挨拶を伝えてください。 

わたしは今日１日をあなたがたとともに過ごすことにしました。

1972年に高木先生が訪朝したときは、先生の質問に長時間答えま

したが、今日は互いに公式の地位を離れ、親友として自由に話し

合おうと思います。 

……… 

南朝鮮の現当局者は、アメリカの独占資本家とも、日本の反動

層ともゆ着関係にあります。 

南朝鮮当局者と日本の反動層とのゆ着関係は長い歴史的根源を

持っています。日本の雑誌『世界』にものっていますが、南朝鮮

の高位級当局者は日本の軍隊出身です。彼らは、日本帝国主義支

配当時、日本軍将校として、祖国と人民を裏切る数多くの反逆的

行為をはたらき、抗日遊撃隊の『討伐』にまで参加しました。南
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朝鮮当局者と日本の反動層との関係は、親友関係でなく、親子関

係だと言えます。 

日本の反動層は、南朝鮮は日本と地理的に近いので、南朝鮮に

共産勢力が伸張すれば日本の安全が脅かされるといって、わが国

の軍事境界線を彼らの『防御障壁』と称しており、なんとしても

南朝鮮の朴
パク

正
チョン

熙
ヒ

『政権』を維持し続けようと策動しています。 

南朝鮮当局者と日本の反動層とのゆ着関係が非常に深いことは、

金
キム

大
デ

中
ジュン

ら致事件を通じても十分察せられます。日本の反動層と通

じていなくては、南朝鮮当局者が金大中を日本からら致していく

ことはできません。日本政府の頭目たちは、金大中ら致事件につ

いて事前に知っていたでしょう。KCIAの要員が金大中をホテルで

麻酔にかけてエレベーターに乗せて降りるとき、日本人が協力し

たという資料が日本の新聞にも報道されました。 

一口にいって、南朝鮮当局者と日本の反動層は、政治的、経済

的、思想的に密接に結託しているのです。 

南朝鮮当局者とアメリカ帝国主義者、日本の反動層とのゆ着関

係は、わが国の統一の実現にとって大きな障害となっています。 

……… 

わたしは、日本の自民党のアジア・アフリカ問題研究会会長が

訪朝した際、彼に、日本はアジア、アフリカ諸国との関係改善に

留意する必要があるのではないかと言いました。島国である日本

は第三世界諸国との関係を友好的な方法、相互協力の方法で解決

すべきであって、侵略的な方法で解決しようとしては、現在の原

料難、燃料難を克服することができないでしょう。 
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わたしは、あなたがたが今後とも朝日両国間の文化交流のため、

引き続き努力してくださるよう期待します」 

平凡な一民間人にすぎない自分をいささかの距離も置かず、気

さくに話を進める主席に惹かれて、いつまでも主席の身近にいた

いと思い、それにしても朝鮮人民はなんと幸せだろうかと羨んだ

氏は、こう言った。 

「こんなことをお願いするのはどうかと思いますが、主席が共

和国の労働者アパートの一角をわたしにあてがって下さるならば、

そこで余生を送り、人生を終えたいものです」 

氏のこの言葉には、真の人民の楽園である共和国への燃えるよ

うな憧憬と、主席のそばで生き、働きたいという切実な思いがこ

もっていた。 

高木健夫氏は白頭山一帯の革命戦跡を踏査し、その途中、主席

のルーマニア訪問のニュースを聞き、ついでアフリカとヨーロッ

パ各国を訪問したニュースにも接した。 

金日成主席に対する訪問国政府と人民の熱狂的な歓迎は歴史に

類例のない出来事であり、氏は、これこそ時代と革命の前に不滅

の業績を積んだ主席に対する人類の無限の信頼と尊敬の表れであ

り、自主の道を前進しようと願う人類の志向を反映するものであ

ると確信し、時代と人類のこの声に自分の声も早く合わせようと

の一念で、帰国後直ちに執筆にとりかかった。 

『白頭山に燃える』と題した著書の第２部を書き終えた氏は、

主席に手紙を書いた。 

「当時日本帝国主義の体制下で新聞記者であったわたしは、歴
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史の真実を歪曲したことがなかったろうかという思いが、常に頭

から離れません。 

もしわたしにそのような誤りがあったならば、なにとぞその点

を厳しく指摘し、正してくださるよう心からお願いする次第です」 

元来、氏は本を２部で終了する予定であったが、再びペンを取

り３部を書き始めた。 

氏は、主席が抗日武装闘争を展開して積み上げた豊富な経験を、

それくらいの分量では到底語り尽くせないと思い直し、日本帝国

主義が敗亡するまでの歴史をさらに収録した第３部『満州遊撃戦

記』の執筆にとりかかったのであった。 
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73．貴党に感謝する 

 

1975年７月13日、金日成主席は日本社会党朝鮮問題対策特別委

員会代表団と会見した。 

主席は歓迎の意を表した後、あなたがたが日本社会党成田知巳

委員長の挨拶を伝えてくれたことに感謝する、わたしは成田委員

長が寄せた手紙を読んだ、成田委員長は元気かと聞いた。 

その日は初伏だった。 

主席は、わが国では今が一番暑い時だ、わが国ではこれから三

伏の極暑が始まる、わが国では昔から一番暑い時期を三伏の候と

言いならわしている、今日はその初伏だ、初伏・中伏・末伏の約

30日間はわが国で一番暑い時期だ、と気候の挨拶を述べたあと、

本題に入った。 

「現在われわれ両党間の関係は密接であり、われわれは友人と

して付き合っています。 

わたしは、あなたがたがこれまで社会主義建設と祖国統一のた

めの朝鮮人民のたたかいを積極的に支持し、励ましてくれたこと

を有り難く思っています。日本で朝鮮人民のたたかいを支持する

多くの行事を催してくれたことに感謝するということを、貴党の

委員長と中央執行委員会の各委員、全党員に伝えてください。 

あなたがたはこの度、わが国に来てからも社会主義建設と祖国

統一のための朝鮮人民のたたかいを励ましているだけでなく、両
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党間の関係を発展させるために極力努力しています。わたしはこ

れについて、あなたがたに感謝します。 

わたしは、日本社会党代表団のこの度のわが国訪問が、わが党

と貴党の関係をさらに発展させるうえで大きな意義を持つと考え

ます。わたしは、あなたがたがわが国を訪れたことをうれしく思

います。 

朝鮮で多くのことを見て、日本で朝鮮人民を支持するたたかい

を全国的範囲でいっそう活発に繰り広げなければならないと考え

たということですが、感謝します。 

……… 

今、われわれは立春から210日目に襲来するという『二百十日』

の台風だけを心配しているのであって、ほかに心配はありません。

台風に見舞われると農作物が倒れたり折れたりするので困ります。 

ここ数年、台風による被害を防ぐため品種改良に力を入れた結

果、最近は台風の影響をさほど受けていません。 

……… 

あなたがたは日本のアメリカ追随政策に反対してたたかってお

り、われわれはアメリカ軍の南朝鮮占領政策に反対してたたかっ

ていますが、われわれはこのたたかいで意見が一致しています。

ともにアメリカ帝国主義の侵略策動を破綻させるためにたたかい

ましょう。 

もちろん、闘争の過程には難関もあるでしょう。難関のない闘

争というものはありえません。このように、わたしは問題を楽観

視します。なぜなら、歴史の流れは社会発展の法則に従って、人
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民が要求するとおりに発展しているからです。 

日本人民のたたかいと朝鮮人民のたたかいは緊密に結びついて

います。日本人民が日本のファッショ化に反対してたたかうなら、

それは南朝鮮人民のたたかいにとって大きな励ましとなるでしょ

う。 

わたしは、あなたがたが知りたがっている問題について大体以

上のように答えればいいのではないかと思います」 

代表団は謝意を表し、決意を表明した。 

主席は、日本に帰ったらより積極的にたたかうと言われたが、

あなたがたはこれまでも立派にたたかった、わたしはあなたがた

が日本で立派にたたかっていることに感動している、と言った。 

一行は主席の健康を祈って別れを告げた。 
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74．たびたび会えば親しみが増す 

 

訪朝中の自由民主党アジア・アフリカ問題研究会朝鮮問題小委

員会の田村元委員長を団長とする自民党有志議員団は、1975年７

月27日、金日成主席と会見した。 

主席は自民党有志議員団の訪朝に謝意を表し、みなさんを熱烈

に歓迎する、わたしは地方視察に出掛けていたために早くあなた

がたに会えなかった、御了承願いたいと挨拶した。 

代表団団長は、われわれは朝鮮を訪れてなんの不自由もなく過

ごしており、このことを満足に思っている、今日、金日成主席に

お会いできたことは無上の光栄です、と挨拶を返した。 

主席は、わたしもあなたがたに会えて嬉しく思う、団長先生が

今後われわれと近しい仲になるとおっしゃったのはいい考えだ、

と言って朗らかに笑った。 

一同の笑いのおさまるのを待って、主席は語を継いだ。 

「わたしはあなたがたから旧友に会ったような印象を受けまし

た。われわれが今後たびたび会えば交情が深まり、親しみが増し

て、一切の不信と誤解が解消すると思います」 

主席は長時間にわたり代表団の質問に答え、祖国の統一問題と

朝日関係問題については特に具体的に述べた。 

質問に答えた主席は一同を見回して、わが国には名勝が多い、

あなたがたがわが国に長く滞在できるなら 元
ウォン

山
サン

にも行き金
クム

剛
ガン

山
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にも登ってみるのがいい、元山には景勝の松
ソン

涛
ド

園
ウォン

もあれば 明
ミョン

沙
サ

十
シム

里
リ

もある、今に平壌と元山間に高速道路が出来たら元山まで３

時間ほどで行けるとして、団長に向き直った。 

「団長先生がわが国へまたおいでになることを希望します。こ

の次においでになる時は御夫人とお子さんたちもお連れになり、

わが国に長らく滞在して休息を取り、金剛山にも行ってみるのが

いいでしょう。 

団長先生がわたしに贈り物を下さったことを有難く思います。 

わたしは今日、あなたがたと話を交わし、親しくなれたことを

うれしく思います。宇都宮徳馬先生をはじめ、日本にいるわれわ

れの近しい友人たちにわたしの挨拶をお伝え下さるようお願いし

ます。あなたがたがわたしの健康を祈願するとおっしゃられたこ

とに感謝します」 

代表団一同は晴ればれとした表情で主席に別れを告げた。 
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75．「南侵の脅威」は虚構 

 

1975年７月27日、自民党有志議員団がとくに大きな関心を持っ

て行った質問の一つは、朝鮮半島の北と南の統一問題、とりわけ

南の当局者たちが騒ぎ立てている北からの「南侵の脅威」説につ

いての金日成主席の見解を確かめることであった。 

主席は、「南侵の脅威」は虚構であるとして、たとえを使いな

がら諄々と説いた。 

「あなたがたは北の『南侵の脅威』があるかないかということ

に大きな関心を払っていますが、『南侵』しないというわれわれ

の政策には変わりがありません。 

わが国の活動家がこのことについてあなたがたに説明しただろ

うと思います。 

南朝鮮当局者は、南北共同声明が発表されて何カ月にもならな

い時に、北の『南侵の脅威』があるとして『戒厳令』を宣布しま

した。 

今アメリカ人と南朝鮮当局者は、われわれが戦争の準備をし、

『南侵』しようとしていると、あちこち回りながら騒ぎ立ててい

ます。日本人も、平壌は戦争の準備で沸き返っていると思ってい

るようです。 

しかし、このたびあなたがたはわが国に来て直接見て、日本で

聞いていたこととは天と地のような差があり、北からの『南侵の
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脅威』はないことを感じただろうと思います」 

緊張して聞き耳を立てている団員たちを見回した主席は、北と

南の現情勢を対照しながら、どちら側が侵攻を企図しているかを

明らかにしていった。 

「南朝鮮当局者が『南侵の脅威』について盛んに騒ぎ立て、北

が攻めてくると言っていた去る５月、日本の人たちがわが国を訪

れました。その時わたしは彼らに、農村へ行ってみなさい、わた

しが話すより、あなたたちが直接、人民軍軍人が農村へ出向いて

農作業を手伝っているのを見れば、『南侵の脅威』があるかない

かがもっとよく分かるではないか、と言いました。われわれはま

だ、農業生産を完全に機械化できずにいます。それで、あの時も

短期間に田植えを終えるため人民軍軍人を農村に動員したのです。 

敵は、われわれが『南侵』するために盛んに『トンネル』を掘

っていると言っていますが、われわれは有益なトンネルは掘りま

すが、南朝鮮に攻め入るための『トンネル』は掘りません。われ

われにはそんなものは必要ありません。 

日本社会党代表団がわが国を訪れた時も、わたしは彼らに、さ

あ見なさい、この貯水池の水はトンネルに入ったり出たりして６

つの郡の田畑をうるおしているが、このようなトンネルは有益な

ものだ、われわれはこのように有益で必要なトンネルは掘ってい

る、と言いました。 

われわれはまだ祖国の統一を成し遂げていないので、北南間を

結ぶ鉄道のトンネルなどは掘ることができずにいます。 

すべての朝鮮人民が国を平和的に統一することを願っているの
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に、なんのためにわれわれが戦争の準備をする必要があるでしょ

うか。 

実際のところ、戦争の準備は敵がしています。 

今南朝鮮当局者は、口では軍隊の数は70余万人だと言っていま

すが、実際はそれ以上であり、『郷土予備軍』だけでも200万人以

上になります。南朝鮮にはまた、４万2000人のアメリカ軍が駐屯

しています。 

われわれの人民軍軍人が農村へ出向いて農作業を手伝っている

時に、南朝鮮では共和国北半部を的にした軍事演習を繰り広げ、

南朝鮮傀儡軍は大砲をわれわれに向け、ヘルメットまでかぶって

境界線一帯の陣地を占めました。敵は自分たちが戦争の準備をし

ながら、われわれにぬれぎぬを着せようとしています。 

今アメリカ人は、南朝鮮に核兵器を搬入しただの、９日あれば

北朝鮮全土を占領できるだのと言ってわれわれを威嚇しています。

アメリカ人はこのようにわれわれを威嚇して何を得ようというの

でしょうか。 

われわれはアメリカ人のこのような威嚇を恐れてはいません。

こんなことで毎日心配していたのでは、社会主義建設を進めるこ

とができず、晩もぐっすり眠ることができないでしょう。 

われわれは敵の威嚇を恐れないだけでなく、敵の侵略行為には

断固対応します。 

あなたがたも覚えておられるでしょうが、1968年にわが国でア

メリカの武装情報収集艦プエブロ号事件がありました。 

アメリカの武装情報収集艦プエブロ号は最新の偵察設備を備え
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ており、わが国の飛行場、海軍基地などの軍事基地から発せられ

る電波をすべて探知して記録していました。その船は、わが国の

領海を侵してことごとく偵察した後、帰港して報告することにな

っていました。プエブロ号はわが国の領海で何度もスパイ行為を

働きました。その船は夜にひそかにわが国の領海を侵してスパイ

行為を働き、日中は公海に出ていました。プエブロ号は次第にこ

れに『慣れ』て『勇敢』になり、しまいにはわが国の領海深くま

で入ってきました。プエブロ号が 元
ウォン

山
サン

港の近くで偵察を行って帰

ろうとするのを、わが国海軍の艦艇が発見しました。人民軍軍人

は最初なんの船か分からず、国籍標識を掲げるようにと信号を送

りました。しかし、その船は速度を上げて逃げ始めました。人民

軍軍人は繰り返し停船命令の信号を送りました。すると敵はわが

国の艦艇に向かって発砲しました。敵が先に発砲したので、人民

軍軍人も撃ち返してプエブロ号を拿捕しました。その船には80余

人のアメリカ兵が乗っていました」 

主席はちょっと言葉を切った。 

アメリカが盗人猛々しくも強大な軍事力をたのんで朝鮮を呑み

込もうとした時、主席はこれに断固と対応した。全面戦争には全

面戦争で、と。 

当時のことを思い浮かべながら主席は話を続けた。 

「アメリカ人は他国の領海にスパイ船を侵入させてスパイ行為

を働いておきながら、かえってわれわれを威嚇しました。 

あの時アメリカ人は、われわれを威嚇するため、わが国の東海

に航空母艦エンタープライズ号をはじめ多くの艦船を集結させま
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した。彼らは、もしわれわれがプエブロ号と船員を帰さなければ

元山港を爆撃する、どこを爆撃すると威嚇しました。 

われわれはメキシコ湾へ行ってプエブロ号を拿捕したのではな

く、わが国の元山湾に侵入してスパイ行為を働いていたのを捕ら

えたのに、アメリカ人は破廉恥にも、自分たちの船は公海上で拿

捕されただの、朝鮮側の誤りだのと世界に向けてデマ宣伝を行い

ました。アメリカ人はよくこのような強弁を弄します。 

われわれはアメリカ人に、プエブロ号は戦利品なので返還する

ことはできないと言いました。プエブロ号がわが国の領海に侵入

してスパイ行為を働いていたのを拿捕したのに、なぜわれわれが

その船を返さなければならないでしょうか。しかし、二度と再び

このようなスパイ行為をしないという謝罪文を書くなら、プエブ

ロ号の船員は帰してもいい、と言いました。 

あの時アメリカ人は、他国の人たちを通じてもわれわれに圧力

をかけてきました。アメリカに頼まれたある国の人たちは、アメ

リカの歴史には自国の船をとられて黙っていたためしは一度もな

い、だから早くプエブロ号を返してやることだと勧告しました。 

われわれは元来、他国の人たちが圧力をかけてくるのを許しま

せん。100余年にわたるアメリカの侵略の歴史は、わが国では通じ

ませんでした。 

アメリカの武装情報収集艦プエブロ号の船員の帰国問題をめぐ

って、われわれはアメリカ人と一カ月間談判しました。アメリカ

人は『クリスマス』前に自国の船員を連れて帰るため、われわれ

の要求どおりに謝罪文を書かざるを得ませんでした。このように、
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プエブロ号事件に関連してアメリカはわれわれに謝罪文を書いた

のですが、われわれはその一部始終を写真にとり、録音もとり、

映画にもとっておきました。ところが、アメリカ人は記者たちに、

自分たちはプエブロ号事件と関連して謝罪文を書いたことはない、

北朝鮮が自分たちの要求を聞き入れて船員を帰したにすぎない、

と言いました。アメリカ人はこのように鉄面皮です。 

わたしがアメリカ人は鉄面皮だと言ったのは、強弁を弄するア

メリカの反動勢力のことであって、決してアメリカ人民のことで

はありません」 

ついで主席は、アメリカや南朝鮮当局が「南侵の脅威」につい

て騒ぎ立てている真意は何かを明快に指摘した。 

「あなたがたがこのたび、わが国に来て直接現実を見たのは非

常によいことだと思います。 

あなたがたが見たように、今わが国では社会主義大建設を進め

ています。あなたがたは訪問期間が短くて地方へ行けませんでし

たが、われわれは平壌市だけでなく、各道でも多くの建設を行っ

ています。われわれは各地に大規模な発電所を建設しており、新

しい化学工業基地も建設しています。 

われわれは他国の人たちを威嚇することもありません。 

アメリカと南朝鮮当局者が北からの『南侵の脅威』があると言

っているのは、まったくのでっちあげです。たぶん、アメリカは

わが国をまた侵略しようと考えているのでしょう。そうでなけれ

ば、アメリカはなんのために南朝鮮に多くの軍隊を駐屯させ、ま

た新兵器を大々的に搬入し、われわれが『南侵』しようとしてい
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るとしきりに騒ぎ立てる必要があるでしょうか。 

われわれは、アメリカ人がありもしない『南侵の脅威』を広め

る目的は、世界人民の前でわれわれを誹謗中傷し、自分たちの侵

略策動を合理化することにあると考えています。 

南朝鮮当局者も北の『南侵の脅威』について騒ぎ立てています

が、それはわれわれを恐れているからではなく、南朝鮮人民が立

ち上がって自分たちの罪状を暴露し、審判を下すのではないかと

恐れているからだと思います。また彼らは、北の『南侵の脅威』

があるとしきりに騒ぎ立てれば、アメリカと日本からより多くの

資金援助を受けることができると考えています。 

今、北の『南侵の脅威』について騒ぎ立てる南朝鮮当局者のデ

マ宣伝を真に受ける人はいません。 

南朝鮮当局者はわれわれの『南侵の脅威』を口実に『緊急措置』

を連発しています。南朝鮮当局者は『緊急措置』に『戒厳令』を

宣布し、『非常措置』まで発令しています。そのため、どれが本

当の『緊急措置』で『非常措置』なのか分からないありさまです。

彼らは最近また何かの『措置』なるものを宣布しました。 

南朝鮮人民も今では、南朝鮮当局者がいくら『緊急措置』を宣

布しても、びくともしません」 

ここで一息入れた主席は微笑して一同を見回し、ひとつみなさ

ん御存知の童話を話したいと思います、と言った。 

「昔、ある村にいたずら盛りの子どもがいて、ある日、大人た

ちを驚かしてやろうと思い、オオカミが村へやって来ると大声で

叫びました。人々はその声を聞いて、していた仕事をおっぽり出
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して村へ駆けつけましたが、それは嘘でした。それが面白くて同

じ嘘を二度、三度繰り返しましたが、しまいには誰も信じなくな

りました。ところがある日、本当にオオカミが現れたのです。そ

の子は懸命に逃げながら助けてくれと叫びましたが、何度もだま

されてこりごりしていた村人たちは誰も信じませんでした」 

これは、「南侵の脅威」説を繰り返せば一時人々を信じさせる

ことができるかもしれないが、いずれその虚構は崩れ、自分につ

けが回ってくるというたとえであり、聞く人たちはなるほどとう

なずいた。 

主席は厳粛な面持ちでこう言った。 

「われわれは『南侵』する意思がないことをあなたがたに今一

度確言します。 

われわれは祖国の統一を平和的に成し遂げることについて南朝

鮮の人たちにも話したし、アメリカの人たちにも何回も話しまし

た。 

わたしは、日本政府もアメリカ人のデマ宣伝にだまされてはな

らないと思います。あなたがたは日本の政権党の党員なのですか

ら、こういったことを参酌していただきたいと思います」 
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76．民族の大団結を主張する 

 

自民党有志議員団を前にして、「南侵の脅威」は虚構にすぎない

と明快に説いた金日成主席は、ついで、朝鮮の統一はいかになされ

るべきかについて語った。 

主席は、まず解決すべきことは、朝米間の停戦協定を平和協定に

かえることであると強調した。 

「朝鮮は5000年の悠久の歴史を持っており、わが朝鮮民族は同

一の言語と文化を持ち、同じ領土で暮らしてきた単一民族です。

一つの民族を二つの民族に分けることはできず、また分けたら、

それは民族に対して大きな罪を犯すことになります。なのに、な

んのために単一民族であるわが民族が二つに分かれなければなら

ないでしょうか。 

朝鮮問題を解決するためには、わが国で緊張状態を緩和しなけ

ればならず、停戦協定を平和協定にかえなければなりません。 

現在、わが国における重要な問題は緊張状態を緩和することで

す。 

わが国で緊張状態を緩和するためには、今後、北と南の兵力を

縮小し、アメリカ軍を南朝鮮から撤退させなければなりません。 

今、アメリカ人は南朝鮮を永久に自分たちの軍事基地にしよう

としています。そうでなければ、なんのためにアメリカ軍が南朝

鮮に引き続き残っている必要があるでしょうか。アメリカ軍が南
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朝鮮に残っている理由は、南朝鮮を自分たちの軍事基地として利

用し、永久に植民地にすること以外にありません。 

アメリカ人は南朝鮮当局者の要請によってアメリカ軍が南朝鮮

に駐屯していると言っていますが、もちろん、南朝鮮当局者が自

分たちの『政権』を維持するため、アメリカ軍は南朝鮮から撤退

しないでほしいと要請しているのは事実です。 

われわれは、停戦協定を平和協定にかえる問題を昨年の朝鮮民

主主義人民共和国最高人民会議で決定し、それをアメリカの議会

に提案しました。 

停戦協定を存続させたのでは、わが国の情勢は常に不安定な状

態にあることになります。そのためわれわれは、アメリカと停戦

協定の代わりに平和協定を締結し、北と南の兵力を縮小し、アメ

リカ軍を南朝鮮から撤退させて、朝鮮人同士で祖国の統一を成し

遂げることができるように道を開くことがアメリカのなすべきこ

とではないか、と主張しました。 

停戦協定を平和協定にかえることは、われわれとアメリカ人がな

すべきことです。なぜなら、南朝鮮で主人の役をしているのは朴
パク

正
チョン

煕
ヒ

ではなく、アメリカ人だからです。われわれはまた、アメリカが

停戦協定に調印したので、アメリカ人と停戦協定を平和協定にかえ

なければなりません。 

ところがアメリカ人は、停戦協定を平和協定にかえるというわ

れわれの提案は一つの宣伝であるとして、まだそれに答えてもい

ません」 

こう指摘した主席は、北と南が確認し、約束した自主的、平和
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的、民族大団結の「祖国統一３大原則」に立脚して朝鮮半島の統

一を成し遂げるべきであると強調し、民族大団結の重要性につい

て詳しく述べた。 

「われわれは今も、南北共同声明に明らかにされている祖国統

一の３大原則に基づいて祖国の統一を成し遂げることを主張して

います。 

われわれは民族の大団結を主張しています。われわれは、南朝

鮮の民主共和党を含む各政党、社会団体、各階層の人民と団結し、

全民族が大団結しようというのです。われわれはずっと前にこの

ことについて話しました。 

われわれは南朝鮮側に南北共同声明を守るよう要求しています。

南北共同声明どおりに民族の大団結を成し遂げるためには、南朝

鮮側は『滅共統一』だの、『勝共統一』だのなんだのと言っては

なりません。 

われわれはすでに南朝鮮側に、南朝鮮に社会主義を強要しない、

南朝鮮側もわれわれの社会主義制度を破壊しようとしてはならず、

反対してもならない、と話しました」 

主席は、ところが南朝鮮当局は「祖国統一３大原則」を反故に

して「二つの朝鮮」政策を追求していると糾弾し、南朝鮮当局は

早く３大原則に立ち返るべきだとして、次のように語った。 

「南朝鮮当局者は、われわれと『対話のある対決』『対話のあ

る共存』『対話のある競争』をすべきだと主張しています。これ

は、国の平和統一を成し遂げようということとは縁がありません。

なんのために北と南が『対話のある対決』『対話のある共存』『対
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話のある競争』をする必要があるでしょうか。われわれは平和統

一のために対話をしようというのです。わたしは南朝鮮側の代表

たちに、平和統一を成し遂げるためには『対話のある対決』をす

るのではなく対話のある団結をすべきであり、『対話のある競争』

をするのではなく対話のある合作をすべきであり、『対話のある

共存』をするのではなく対話のある統一をすべきである、と話し

ました。 

北と南は３年間対話を行いましたが、南朝鮮側は対話をずるず

る引き延ばし、われわれのすべての提案に反対しました。この過

程で、祖国を統一しようとしない南朝鮮当局者の正体が完全に露

呈しました。…… 

われわれは、『二つの朝鮮』をつくりあげようとする南朝鮮当

局者の政策はアメリカの政策から来たものだと考えています。『二

つの朝鮮』を主張しているのは南朝鮮を欲しがっているアメリカ

帝国主義者です。今アメリカは、わが国を『二つの朝鮮』にしよ

うという陰謀を巡らせています。『二つの朝鮮』でっちあげ陰謀

はわが民族の歴史に永久にぬぐうことのできない汚点を残すもの

であり、われわれはそれを絶対に許すことはできません。 

今わが国が分断されているのは一時的な現象と見て我慢できま

すが、われわれが敵の『二つの朝鮮』でっちあげ策動を許すなら、

それは国の永久分断を合法化することになります。ですから、わ

れわれがどうして『二つの朝鮮』でっちあげ陰謀を許すことがで

きるでしょうか。 

今、南朝鮮人民は祖国の統一を願い、統一された祖国で安らか
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に、裕福に暮らすことを望んでおり、われわれと合作することを

求めています。祖国統一に反対し、北と南の合作に反対し、『二

つの朝鮮』を持ち出している者はごく少数であり、南朝鮮で人民

に背き、不正腐敗行為をしている者だけです。 

南朝鮮当局者には民族性もなく、自主性もありません。 

わたしは、この前メキシコで開かれた『国際女性の年世界大会』

に参加したわが国の女性代表団の活動状況について報告を受けま

した。その大会には、世界の多くの国と地域から来た女性代表団

と代表が参加しました。 

大会では各国の女性の代表が演説したそうです。社会主義国の

中ではわが国の女性代表団の団長が真っ先に演説したのですが、

大会の参加者たちが万雷の拍手を送ったそうです。 

南朝鮮からはアメリカ式の名前の女性『代表』が参加し、朝鮮

語ではなく英語で演説したそうです。南朝鮮の女性『代表』が英

語で演説すると、大会の副議長があなたはどこの国の人かと聞い

たそうです。南朝鮮の女性『代表』が自分は『大韓民国』の者だ

と答えると、社会主義国と発展途上国の代表たちは、名前もアメ

リカ式で、演説も英語でする女性がどうして南朝鮮の女性を代表

できるのかと嘲笑し、みな会場から退場してしまったそうです。 

南朝鮮『政権』はたとえて言えば、昔、朝鮮人がかぶって歩い

た冠のようなものです。昔、われわれの先祖は冠をかぶって歩い

たものです。冠は頭の上に乗せて２本の紐で結ぶようになってい

ますが、結ばなければ頭の上から落ちてしまいます。南朝鮮『政

権』はまさにこの冠のようなものです。南朝鮮『政権』を維持す
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る片方の紐はアメリカであり、もう片方の紐は日本です。この２

本の紐のうちどちらか１本が切れても、南朝鮮『政権』は倒れて

しまいます。あなたがたは日本の紐を切ることはできなくても緩

めてみせると言われましたが、日本の紐を緩めるだけでも冠はし

きりに揺れ動くだろうし、結局、南朝鮮『政権』はいくらも経た

ないうちに倒れてしまうでしょう。 

われわれは敵の『二つの朝鮮』でっちあげ策動に反対し、民族

の大団結を成し遂げるために忍耐強く努力するでしょう。 

先ごろ南北調節委員会のわが方の共同委員長が声明を発表しま

したが、あなたがたも読まれただろうと思います。われわれは声

明でほかのことは要求せず、南北共同声明を厳守すること、『反

共』騒動と『南侵の脅威』騒動を繰り広げてはならないというこ

と、南朝鮮側がわが国を『二つの朝鮮』に分断しようとせず統一

の立場に立つなら北南間の対話が成功裏に進められるだろうとい

うことを指摘しました。 

われわれは、南朝鮮当局者がこれまで祖国統一に反対し、不正

腐敗行為をしたが、今からでもそのような行為をしなければ許す

と言いました。 

われわれはあなたがたに、日本政府が南朝鮮当局者の反逆行為

を助長しないようにしてもらいたいと思っています。 

われわれは、南朝鮮で民族的良心を持ち、民族のために働くと

いう人が政権の座に就けば、どの党派に属する人であれ彼と手を

とって進むでしょう」 
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77．統一を助けるべき「隣家」 

 

金日成主席は、朝日関係問題に対する朝鮮側の立場を明らかに

した。 

主席はまず、自民党有志議員団団長の、朝鮮側の主張する「等

距離政策」についての質問に答えた。 

「あなたがたはわれわれが主張する等距離政策について質問さ

れましたが、それについて言うならば、日本政府が朝鮮の北と南

のどちらか一方に偏ることなく、南朝鮮に対しても、われわれに

対しても、祖国の統一を成し遂げられるように条件を整える方向

で均等な政策を実施せよということです。そうすれば、朝鮮の緊

張状態を緩和するのに助けとなるでしょう。 

わたしは、わが国が『二つの朝鮮』に分かれることなく、統一

を成し遂げる道を進めるよう助けるのが、われわれの隣邦である

日本がなすべきことではないかと考えています。 

あなたがたは南朝鮮当局者の言うことばかり一方的に聞くので

はなく、今後わが国にたびたび来て現実を直接自分の目で見れば、

わが国で誰が戦争を望んでおり、誰が望んでいないのか、誰が統

一を望んでおり、誰が望んでいないかがもっとよく分かるはずで

す。 

われわれは、あなたがたが単一民族が住んでいる朝鮮が統一さ

れるよう助けるべきだと考えています。われわれが祖国の統一を
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成し遂げるためにたたかっているときに、われわれの隣家である

日本が、わが民族が統一を成し遂げ、豊かな暮らしができるよう

助けるのは正しい行いだと思います」 

日本は隣家のよしみをもって朝鮮の統一を心から助けるべきだ

と切々と語る主席の言葉に、一同は粛然とした。 

代表団団長は次に、日米安保条約についての主席の見解はどん

なものか、また日本の今後の在り方をどうとらえているかと質問

した。 

「団長先生は『日米安全保障条約』と日本の行く末について質

問されましたが、それについては日本人であるあなたがたがもっ

とよく知っているでしょう。わたしはそれについて深く研究して

いません。 

わたしは、日本政府がアメリカの威嚇に屈服してはならないと

考えています。 

もし日本がアメリカに追随して軍国主義の道を進むならば、世

界の人民から憎悪され、特にかつて日本の侵略を受けたアジア諸

国から排撃されるでしょう。そうすると、日本の工場の煙突から

は煙も出なくなるでしょう。日本は人口の多い島国なので、工場

の煙突から煙が出なくなれば人々は飢え死にしてしまうでしょう。 

特に、日本は新興独立諸国と好ましい関係を持つべきだと思い

ます。今、アジア諸国はもちろん、アフリカ諸国も日本に大きな

関心を払っています。日本は経済的、技術的に発達した国です。

日本は軍国主義の道を進むのではなく、経済大国という有利な条

件を生かして、アジア、アフリカの非同盟諸国、発展途上諸国の
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自立的民族経済建設を経済的、技術的に心から助け、それらの国

から公正な価格で燃料や原料を買い入れるなど、それらの国と平

等な立場に立って貿易を行い、友好関係を深めていくべきだと思

います。そうすれば、日本にもよい結果がもたらされるだろうと

思います。 

われわれは、朝日両国の人民が団結することを望んでいます。 

団長先生は、わたしが南朝鮮のどの政党であれ区別することな

く対すると言ったように、日本の政党にもそのように対してほし

いと言われましたが、もちろんそうするつもりです。 

このように日本の自由民主党有志議員団がわが国を訪れたこと

を見ても、自由民主党の少なからぬ人士が朝鮮に対して友好的な

態度を持っていることが感じられます。われわれがこのように会

うことは、両党間の親善を図るために必要だと思います」 

朝鮮半島の平和的統一を語る金日成主席の熱情、一日も早く統

一を成就するためには隣人としての日本の協力もおろそかにでき

ない、そういう意味でも朝鮮は日本との友好親善を求めていると

する主席の言葉に、自民党有志議員団は心を動かされた。 
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78. 人生には歌もあれば踊りもある 

  

自由民主党有志議員団の中には参議院議員の大鷹淑子氏もいた。 

1920年旧満州撫順に生まれた大鷹淑子氏は、18歳の時に中国人

李香蘭の名で俳優生活を始め、やがて関東軍の慰問歌手として名

声を上げ、戦後もしばらく女優、歌手として活躍した。その後、

政界入りして1974年に自民党から出馬し、参議院議員に当選した。

氏は参議院議員時代、２度朝鮮を訪問している。 

金日成主席は自民党有志議員団との会見中、氏に言葉をかけた。 

「わたしは、大鷹淑子先生が往年の李香蘭であることをよく知

っています。以前、抗日武装闘争をしていた時、雑誌であなたを

見たことがあります」 

氏はどきりとした。 

主席にだけは知られたくなかった前身、関東軍の慰問歌手とし

て侵略に協力したいまわしい経歴を名指しで指摘されたのである。 

氏は身の縮む思いがし、消え入るような声で、過去の不祥を詫

びた。 

主席はほほえんだ。 

「先生は昔の過ちを許してほしいと言われましたが、人生には

さまざまな曲折があるものです。人生には仕事ばかりがあるので

はありません。人生には歌もあれば踊りもあるのです。これも非

常に大切なものです。先生は、昔は朝鮮の民謡『トラジ』を歌っ
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たが、長い歳月が流れて歌詞が思い出せないので今日は歌えなか

った、また朝鮮を訪れる機会があったら朝鮮の歌の歌詞を覚えて

くると言われましたが、感謝します。またお越しください。われ

われは先生を熱烈に歓迎するでしょう」 

氏は胸をなでおろし、そして感激した。なんと度量の大きな方

であろうか。このような方だからこそ100万の関東軍を翻弄し、折

り重なる難関にもめげることなく余裕綽々と国づくりを指揮して

いけるのだ。…… 

帰国後、大鷹淑子氏はこう回顧している。 

「1975年７月20日出発の自民党訪朝団の１人として朝鮮を訪問

してまいりました。今回の訪朝団参加の誘いを受けた時私は『よ

ろこんで』と二つ返事で答えました。インドシナ後、緊張が伝え

られる朝鮮半島はどうなっているのか。第三世界の理解と連帯を

得ている朝鮮民主主義人民共和国とはどんな国だろうか。アジア

の社会主義先進国としてどのように国内建設に取り組んでいるか。

中近東やヨーロッパを飛び歩いた時と違う、じっとしていられな

い衝動すら感じられました。しかし、この夏の短い旅は、そうし

た私の『感傷旅行』をすっかり吹き飛ばしてしまいました。 

南北分裂の事実は、生意気なようですが、政治家としての私に

新しい使命を与えてくれました。平和を確実なものにするために、

政治家としてやらねばならないことがたくさんある、そんなこと

を教えてくれた旅でした。 

北京から平壌への汽車の旅は昔と少しも変わっていませんでし

た。真夏のうだるような暑さの中、コンパートメントの中によこ
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たわっている時、かつて仕事で通った４泊５日の日々を思い出し

ました。今同じ道を走っているが、行き先は東京ではなく平壌で

ある。思い出の土地を訪れてるという感慨よりも新しい見知らぬ

国への期待が二重三重に私をかりたてる。車窓のながめを追いな

がらよく眠れぬまま、北朝鮮入りしました。 

平壌に着いた時、私が驚いたのは、目にしみるような緑の美し

さです。文字通り『公園の中に町がある』のです。木々の名前を

たずねます。プラタナス、アカシア 、キリ、ポプラ、イチョウ

……。こんなに緑が整理された町が他にあろうか。花も多い。車

で郊外を走ると何十キロという道筋に切れ目なく花が咲き乱れて

いる。これは人民学校の生徒たちが受け持ち区域を決めて植えて

いるのだという。私の好奇心は一層かりたてられます。朝鮮戦争

（現地では祖国解放戦争という）で完全に焦土と化した町を、こ

んなにも短期間で緑の町にしたのはただごとではありません。ど

うしたらできるのですか、お会いする人ごとに聞いてみました。 

答えは『偉大な指導者・金日成主席』です。初めのうちはなん

となく抵抗を感じていたのですが、日がたつに従って理解できる

ようになりました。主席は年少のころから革命一筋に歩んできた

人ですが、同時に慈父としてなんともいえない温かさをそなえて

います。 

私を見つけると、李香蘭さんですね、昔あなたに雑誌や映画で

お目にかかったことがあります、と声をかけられました。私は飛

び上がらんばかりに驚きました。出発前、宇都宮徳馬先生から植

民地時代のことには悪感情を持っているからと注意されたからで
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す。平壌入りしてからも、いわれはしまいかと心配していたこと

をズバリといわれたのです。それでいて非難するようなところは

少しもありません。 

主席は、人生には一生懸命働くばかりでなく歌を歌い、アコー

デオンをひくことが大切なのです、と理解を示されました。こう

した主席の明朗な態度は、この国の民族性でもあるようです。歌

を歌えば鈴のように響きます。踊りを踊れば実にのびのびとして

います。自らの持てる力をフルに表現したいというあけっぴろげ

な民族性はうらやましい限りです。もっともそれを支えているの

は安定した生活環境です。……」 

金日成主席の大いなる包容力に心を打たれた大鷹淑子氏は、帰

国後も変わることなく主席への欽慕の念を温めて日朝の友好親善

に尽くし、末期の日々にも主席の思い出を語り、なつかしんだと

いう。 
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79. 日曜日も休まずに 

 

1975年8月31日、金日成主席は朝鮮を訪問した猪又久夫編集局長

を団長とする共同通信社代表団と会見した。 

その日は日曜日であったが、主席は休息も取らずに代表団に会

い、提起された質問に回答を与えた。 

「わたしは今日あなたがたに会えたことを非常にうれしく思い

ます。今日は日曜日なので、あなたがたとゆっくり話をすること

ができます。 

まず、あなたがたが手紙をくださったことに対し謝意を表しま

す。 

わたしはこれまで日本の多くのジャーナリストと会いました。

共同通信社の記者とも会い、『朝日新聞』編集局長や『読売新聞』

の記者など、日本の各新聞社の人たちとも会いました。そして今

日はまた、こうして共同通信社代表団のみなさんと会うようにな

りました」 

こう挨拶した主席は代表団の質問に懇切に答え、最後に朝日関

係問題について語った。 

「わが国と日本との関係問題については、すでにいろんな機会

に話しているので、簡単に触れておきましょう。 

日本はわが国の隣邦であるため、われわれは日本と好ましい関

係を結ぼうと考えています。現在、朝鮮人民と日本人民との関係
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にはなんの問題も存在しません。しかし日本の保守派は、南朝鮮

の反動層とは仲よく過ごしながらも、われわれに対しては敵視す

る一辺倒政策を実施しています。彼らはこうすることによって、

わが国の統一に助力するのではなく、大きな障害をつくり出して

います。 

わが共和国政府は、日本との関係を正常化することに反対せず、

日本政府がわれわれとの関係を改善しようとするならば、いつで

も歓迎するでしょう。 

われわれは、日本人民と日本の言論界と社会各界の進歩的人士

が、朝鮮人民の祖国統一偉業に積極的な支持を寄せていることに

対し非常に感謝しています。 

今後、日本が隣邦である朝鮮の平和的統一のために助力してく

れるよう望みます。 

この程度であなたがたの質問に対する回答にかえたいと思いま

す。 

今後またわが国を訪問してくれるよう望みます」 
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80．どんな質問も意に介さず 

 

安井郁氏は、真理を愛し、真理に忠実な学者であった。 

1972年４月、金日成主席の接見を受けて帰国した氏は、チュチ

ェ思想の研究と普及に全力を尽くした。 

氏は、1972年９月、学界の同僚たちと相談して日朝社会科学者

連帯委員会を立ち上げ、同年10月、第１回研究会を開いたのを皮

切りに、チュチェ思想についての研究セミナーを定期的に運営し

た。 

1974年、朝鮮の科学文化代表団を招いて、北海道から九州に至

る全国各地で学術交流を行い、両国社会科学者の連帯を強め、日

本におけるチュチェ思想の研究、普及を促すうえに貢献した。 

同年10月、東京では第５回チュチェ思想科学討論全国集会が開

かれた。 

集会場の正面にはたいまつの標識がかかげられていた。 

永久不滅のチュチェ思想の偉大な生命力を象徴するこのたいま

つは、チュチェ思想を人類の前途を明るく照らす灯台、全世界の

進歩的人民の闘争を力強く励ます旗じるしとする、安井郁氏の信

念を語るものでもあった。 

氏はこの集会の基調報告の中で、金日成主席のチュチェ思想を

真髄とする思想、理論、方法の全一的体系を「金日成主義」と呼

ぶことを提起し、この思想こそ現代の唯一の指導思想であると述
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べた。 

他方、氏は『千里馬朝鮮ははばたく』『チュチェの国朝鮮の社

会主義の特徴』など、チュチェ思想が具現された朝鮮を紹介、宣

伝する文を出版物に発表した。 

氏は、チュチェ思想の研究、普及のためなら、全国のどこへで

も出掛けて講演をし、座談会を開いた。 

氏は、時代と人類が提起する学問上、政治上の広範な問題につ

いて、偉大な教師である金日成主席直々の回答にあずかりたいと

いう思いが日ましにつのった。 

1975年６月、氏は自分の知りたい問題を書面で主席に提起する

ことを決心し、問題を６点にまとめた。 

その時、氏は質問の回答を主席からじかに得られるとは考えて

いなかった。 

ところが、同年９月10日、主席は日朝社会科学者連帯委員会代

表団として訪朝中の安井郁氏一行を招いたのである。 

玄関で彼らを出迎え、執務室へ導きいれた主席は、数年前に氏

と会ったことを回顧し、安井郁先生はわたしの旧友ですと言い、

その健康状態を尋ね、タバコも勧め、しばらく談笑した後、氏が

書面で提起した質問に答えた。チュチェ思想と朝鮮革命について、

祖国統一の問題について、国際情勢全般について、第三世界・発

展途上国における新しい社会の建設とその展望について、そして

社会主義の正当性について……。 

安井郁氏は書面で提起した以外の問題についても質問し、主席

の回答を得ていたが、その間に時間はかなり流れていた。もう席
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を立たなければと思ったが、どうしてもいま一つの問題について

主席の見解を聞きたくて、思い切って口を開いた。 

「申し訳ありませんが、いま一つお聞きしたいのです。これは

次の機会に回答してくださっても結構です。……主席は現代の特

徴はなんであるとお考えでしょうか」 

主席は豪快に笑い、その問題については安井先生の方がもっと

詳しいでしょうがと言い、こう回答した。 

「現代は自主性の時代です。今日地球上の多くの国の人民が自

主性を求めており、あらゆる形の従属に反対してたたかっていま

す」 

後日、氏はこのことについて、「チュチェ思想を研究してきた

われわれは、現代が自主性の時代であるということを自明のよう

に思いがちだが、なんぴともはっきりと意識しなかったときにこ

の鋭い指摘をしたのは、金日成主席の天才的な洞察力をもって初

めて可能なことである。このことをわれわれは銘記し、自主性の

時代という規定のもつ深い意味と内容を正しく把握し、実践しな

ければならない」と語っている。 

主席と別れる時間になった。 

談話は終わり、主席は氏に、もう一度おいでください、昼食を

一緒にするつもりだったが時間が許さない、他の代表団に会わな

ければならないので、ブドウ酒を一杯乾して別れましょうと言っ

て、氏のグラスにブドウ酒をついだ。 

「金日成主席の万年長寿を祈ってこの杯を乾します」 

「安井先生の健康を祈って乾しましょう」 
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1975年９月、再び主席の接見を受けた安井郁氏は、哲学の根本

問題から現実の政治問題にわたる広範な問題について説明を受け

た。 

その時の感激を氏はこう回想している。 

「そのとき、日本の一人の科学者に謙虚な態度で接し、あらゆ

る質問に懇切丁寧に答えられる主席を目のあたりに見て私は、自

分の考えあぐんでいる学問上や政治上のいかなる問題をも提起で

きる偉大な同志についにめぐりあったと実感した」 

 

安井郁氏は1907年大阪に生まれ、30年に東京大学政治学科を卒業

した。43年には東大教授、52年には法政大学教授、53年には杉並区

図書館館長、公民館館長を務めた。55年に福竜丸事件を契機に原水

爆禁止日本協議会を創設して初代理事長に就いた。65年に辞任し、

その後、原爆の図・丸木美術館館長、日朝社会科学者連帯委員会議

長を務めた。58年に国際レーニン平和賞を、60年にドイツ平和賞を

受賞し、チュチェ思想国際研究所初代理事長を務めた。 
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81．軍国主義は容認できない 

 

1975年９月28日、金日成主席は『読売新聞』編集局長が提起し

た質問に回答を与えた。その一部は次の通りである。 

 

問 朝鮮半島を含む東北アジアの安全のために、日本にどのよ

うな役割を期待されますか。ご意見をお聞かせください。 

答 日本帝国主義はかつて、わが国をはじめアジアの多くの国

を侵略し、朝鮮人民とアジアの多くの国の人民にはかりしれない

不幸と苦痛を与えました。それゆえ朝鮮人民は、日本軍国主義の

復活に極力反対し、日本が平和愛好的な政策を実施するよう望ん

でいます。 

しかし、歴代の日本の反動勢力は、アメリカ帝国主義に追随し

てわが国にたいし敵視政策をとり、朝鮮とアジアにたいするアメ

リカ帝国主義の侵略政策に便乗して、かつての「大東亜共栄圈」

の夢を実現しようと狡猾に策動してきました。かれらはアメリカ

帝国主義と共謀して「二つの朝鮮」をつくりあげ、南朝鮮を日本

独占資本の安い労働力と原料の供給基地に、商品市場に変えよう

と策しました。われわれは、国際情勢の変化にともなって、現在

の日本政府の立場と態度がどのように変わるかを注視しています。 

このたび米日首脳会談のあとに発表された「共同発表」には、

「大韓民国の安全が朝鮮半島の平和維持にとって欠くことのでき
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ないものであり、また朝鮮半島の平和維持が日本を含む東アジア

の平和と安全にとって必要」であると指摘されています。 

米日首脳会談の取り決めを具体化するためにおこなわれた米国

防長官と日本当局者間の「防衛会談」では、米日「防衛協力協議

機構」を新設することにしましたが、これは実際において、朝鮮

とアジアを侵略するための軍事機構です。このほかにも「防衛会

談」では、南朝鮮の傀儡を「支援」し、「有事のさい」は日本に

ある米軍基地の「安全な使用」を保障し、「防衛分担」を引き受

けられるよう日本の「自衛隊」を強化する問題などが討議されま

した。これらの事実は、日本当局者がわが国にたいするアメリカ

帝国主義の侵略と戦争政策にひきつづき追従していることを示し

ています。 

アメリカ帝国主義の侵略と戦争政策は、朝鮮の緊張をさらに激

化させ、ひいてはアジアの平和に重大な脅威を与える重要な要因

となっています。日本政府が朝鮮とアジアの平和と安全に関心を

もっているならば、現実を直視し、アメリカ帝国主義のアジア侵

略政策に加担してはならず、この地域の平和と安全を保障する肯

定的な政策を実施すべきです。 

なによりも日本政府は、わが国にたいする敵視政策をやめるべ

きであり、戦争準備に狂奔している南朝鮮当局者をそそのかすよ

うなことをやめるべきです。また日本政府は、アメリカ帝国主義

の「二つの朝鮮」策動に加担して自己の野望をみたそうとする時

代錯誤的な考え方をすてるべきであり、わが国の情勢を緊張させ

るようなことをしてはなりません。こうすることによってのみ、
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日本政府が、朝鮮とアジアの平和と安全の維持にいささかなりと

も寄与することができると考えます。 

……… 

問 閣下は1973年６月の演説で「日本軍国主義」を批判されま

したが、「日米安保条約」をどのようにお考えですか。 

答 「日米安保条約」は、アメリカ帝国主義者と日本の反動層

が結託し、朝鮮人民とアジア人民にたいする侵略行為を共同で強

行する目的でつくった侵略的な軍事条約です。 

「日米安保条約」にしたがってアメリカの核兵器やミサイル兵

器が大々的に日本にもちこまれ、日本の領土はアメリカ帝国主義

の侵略的軍事基地に変わりました。アメリカ帝国主義者と日本の

反動層はこの「条約」を具体化して、朝鮮とその他のアジア諸国

を侵略するための各種の軍事作戦計画を立て、それにしたがって

合同軍事演習をひんぱんにくりひろげています。 

アメリカ帝国主義はまた、「日米安保条約」を軸にし、それに

「韓米相互防衛条約」と「韓日条約」を密接に結びつけ、事実上

アメリカ、日本、南朝鮮間の三角軍事同盟体制をつくりあげまし

た。 

このたびの米日首脳会談では「日米安保条約」の「継続的な維

持」を確認しましたが、これは、朝鮮人民と日本人民をはじめア

ジア人民にたいする重大な挑発です。 

朝鮮とアジアの恒久平和のためには、南朝鮮をはじめアジアの

すべての地域からアメリカ帝国主義侵略軍が撤退すると同時に、

「日米安保条約」も廃棄されなければなりません。 
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犯罪的な「日米安保条約」に反対する日本人民のたたかいが強

まっていますが、これは当然なことです。朝鮮人民は「日米安保

条約」の廃棄をめざす日本人民の正義の闘争を積極的に支持し、

かれらに強い連帯を送ります。 

……… 

問 貴国は現在国内建設で、「速度戦」をおこなっているとい

われますが、経済建設の現状と計画をお聞かせください。 

また、日朝貿易では輸出保険の引き受け停止が問題になってい

ますが、この問題をどのようにお考えですか。ご見解をお聞かせ

ください。 

答 こんにちわが国の勤労者は、思想、技術、文化の３大革命

の旗を高くかかげて「速度戦」を力強くくりひろげ、社会主義建

設で大きな前進をとげています。わが国における社会主義建設は、

停滞や足踏みを知らず、ひきつづきはやい速度で進められていま

す。 

英雄的な労働者階級をはじめ勤労者の力強い生産闘争によって、

朝鮮労働党第５回大会がうちだした６カ年計画は、１年４カ月く

りあげて成功裏に完遂されました。 

われわれはこの４年８カ月間に、工業生産を年平均18.4％の速

いテンポで増大させ、工業総生産額は1970年にくらべて2.2倍に増

大しました。これは、６カ年計画期間に工業生産を年平均14％の

速度で増大させることを予定した当初の目標をはるかに上まわる

速度です。 

わが国の農業勤労者は昨年、６カ年計画の穀物生産目標を２年
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くりあげて達成し、今年は800万トンの穀物生産目標をかかげて力

強い闘争をくりひろげています。 

わが国の経済が世界的な経済変動や危機に影響されず、安全な

土台のうえでたえまなく速いテンポで発展しているのは、朝鮮人

民が自立的民族経済の基礎を強固にきずいたからです。 

わが国は明るい展望にみちています。朝鮮人民は未来にたいし

て楽観しており、大きな希望をいだいてひきつづき前進するでし

ょう。われわれがこれから数年間さらに奮闘するならば、わが国

の社会主義制度は政治的、経済的、軍事的にいっそう強化され、

朝鮮人民はより文化的で裕福な生活ができるようになるでしょう。 

わが国と日本との貿易についていえば、現在いくらかの未決済

分があるにはありますが、これは大した額ではなく、一時的な現

象にすぎません。この問題については、すぐに担当部門が措置を

講じるでしょう。 

現在、わが国と日本との貿易は、わが国にたいする日本政府の

敵視政策と差別政策のため大々的におこなわれず、民間ベースで

細ぼそとおこなわれています。 

日本で騒いでいる輸出保険の引き受け停止の問題は、われわれ

に債務があるということだけではなく、わが国にたいする日本政

府の敵視政策とも関連があります。 

われわれが日本と貿易をするのは、日本との経済交流と友好関

係を発展させたいという念願からであって、われわれが自力で生

産できないとか、他の国から買い入れることができなくて日本と

貿易をしているのではけっしてありません。 
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われわれが貿易で一部債務を負っているのは、船舶不足のため

商品を適時に外国に売りさばけないところに原因があります。 

われわれは外国の船舶をチャーターして貿易をしていますが、

ここ数年来世界的に船舶事情が窮迫しているのでチャーターでき

ず、輸出品を港に積んでおきながら輸出できないありさまです。

現在チャーター契約の交渉もおこなっており、自力で大型貨物船

も建造しているので、この問題も解決されると思います。 

わが国は、無尽蔵な天然資源をもっているうえに、人民経済の

すべての部門が急速に発展しているので、外国との貿易を発展さ

せうる大きな潜在力と可能性があります。 

これからわれわれが大型貨物船をたくさん建造すれば、わが国

の貿易はいっそう活発化し、たとえ一時的にせよ、他国に債務を

負うようなことはいっさいなくなるでしょう。 
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82．日本社会党代表団の感激 

 

1975年10月10日、この日は朝鮮労働党の創立30周年を迎えた日

である。 

朝鮮人民は、この節目の日を党の歴史上もっとも意義深い日と

して祝った。街の至る所に朝鮮労働党のマーク入りの赤旗が風に

なびき、さまざまなイベントが繰り広げられ、人々は喜びに満ち

ていた。 

この日、金日成主席を迎えて慶祝宴が盛大に催された。 

宴会の参加者たちは、朝鮮労働党の創立者であり指導者である

金日成主席に熱烈な祝賀の拍手を送り、深甚の謝意を表した。 

それには、党中央執行委員会副委員長の赤松勇氏を団長とする

日本社会党の代表団も参加していた。彼らは、朝鮮労働党の輝か

しい歴史を振り返り、総括する意味を持つ慶祝宴に招待された喜

びにひたっていた。 

主席の演説が始まった。 

「同志のみなさん！ 

今日われわれは大きな革命的自負と勝利者の誇りをもって栄え

ある朝鮮労働党創立30周年を意義深く祝っています。……」 

主席の演説は勝利の誇りに満ちており、熱烈な拍手がたびたび

演説を中断させた。 

演説が終わりに近づいた。 
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「わたしは、栄えある朝鮮労働党創立30周年を祝うこの意義深

い席をかりて、わが党のかぎりない強化発展のために、党の旗を

高くかかげて革命のためにすべてをささげてたたかってきたわが

全党員の健康のために、党の指導のもとにひたすら忠誠の道を力

強く歩んできた英雄的労働者階級と協同農民、勤労インテリをは

じめ全勤労者の健康のために、統一革命党代表のみなさんと南朝

鮮の革命家の健康のために、祖国を訪問中の総聯の各代表団のみ

なさんと60万全在日同胞の健康のために、……」 

朝鮮労働党に従って勝利の一路を歩んできた人民と人民軍将兵、

南朝鮮と海外の同胞たちに熱烈な挨拶を送った主席は、朝鮮労働

党創立30周年を迎える朝鮮人民の民族的慶事を祝うべく訪朝した

外国の代表団と団長の名を一人ひとり挙げていき、演説を次のよ

うにしめくくった。 

「……日本社会党中央執行委員会副委員長赤松勇先生を団長と

する日本社会党代表団をはじめ各国の代表団ならびに外交使節の

みなさんの健康のために、ここに参列した同志のみなさんの健康

のために乾杯することを提起します」 

祝杯をあげる直前に日本社会党代表団の名と団長の名を大きく

呼ばれて、代表団一行は喜び、大きな光栄として祝杯を高だかと

あげた。 
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83.  金日成主席の強力な指導力 

 

1975年10月に発行された図書『日本教職員組合第２次訪朝団報

告書』には子どもたちの中にいる金日成主席の写真を添えて、日

本教職員組合訪朝団の団員たちの論文、印象記などが掲載されて

いる。 

以下にその一部を紹介する。 

 

日本教職員組合組織共同闘争部長は、「解放直後の金日成主席

の革命活動」と題して、次のように書いている。 

――朝鮮人民の敬愛する金日成主席は1912年４月15日、平壌市

万
マン

景
ギョン

台
デ

の貧農の家庭に生まれた。 

主席の一家は代々外来侵略者に反対し、祖国の独立と人民の自

由、解放のためにたたかってきた愛国的で革命的な家庭である。 

革命的な家庭に生まれた主席は、幼い頃から父母の愛国主義教

育をうけた。そして、亡国の悲憤と苦痛が祖国の地に垂れ込める

環境の中で、荒い風波と試練にさらされながら成長した。 

金日成主席は1932年に朝鮮人民革命軍を創建し、15星霜にわた

る果敢な抗日武装闘争をくりひろげて日本帝国主義を打倒し、つ

いに朝鮮解放の歴史的偉業をなし遂げた。 

解放直後、朝鮮の情勢はきわめて複雑で、朝鮮人民の前には新

たな大きな難関が立ちはだかっていた。即ち、朝鮮に侵略の触手
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を伸ばしたアメリカ帝国主義者は、南朝鮮を不法に占領し、愛国

的民主勢力を弾圧するとともに、反動勢力を掻き集めて自らの地

盤を固め、全朝鮮を植民地、アジア侵略の軍事基地にしようと狂

奔した。 

このとき革命の裏切り者、政治的投機分子、左右の日和見主義

者が頭をもたげ、「愛国者」「革命家」と称して自己流の「路線」

を主張し、朝鮮人民の前途に混乱をもたらした。 

このような情勢を科学的に分析した金日成主席は、朝鮮人民が

進むべき道と当面の闘争課題を明示した。 

こうして、朝鮮人民は新しい祖国を建設する明確な方向を見い

だし、その実現をめざすたたかいをくりひろげたのである。 

主席は1945年10月10日、北朝鮮共産党中央組織委員会を組織し

た。 

主席は党創立大会で、党の政治路線と組織路線をせん明し、政

治路線で民主主義人民共和国創建のための４大当面課題を示した。 

４大当面課題の一つとして民主主義自主独立国家建設の基本土

台となる臨時政府樹立の方針が提示され、その方針にしたがい

1946年２月、新しい形態の政権である北朝鮮臨時人民委員会が樹

立され、主席が委員会の委員長に推戴された。 

そして、11カ条の当面の課題と「20カ条政綱」をもって人民政

権の基本課題が明示された。 

こうして、主席は民主改革を遂行し、地主、資本家をはじめと

する反動階級の経済的基盤を一掃し、社会的進歩へと進む広い道

を開いた。 
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民主改革の遂行では、土地問題の解決が優先して解決すべき問

題として提起された。 

主席は、土地問題の解決のために各地農村におもむき、農民た

ちと膝を交えて農村の状況と彼らの要求を聞いた。 

そして、今後行う農業の社会主義的改造問題まで十分考慮に入

れたうえで土地没収対象を規定し、地主の土地を無償で没収して

土地がないか少ない農民たちに無償で分配するという、土地改革

法令を1946年３月に公布した。 

主席は土地改革法令についで1946年８月、重要産業国有化の法

令を公布した。 

主席は、民族幹部養成問題を新しい祖国建設のもっとも重要な

問題の一つとし、この問題につねに深い関心を払い、この事業を

細心に指導した。 

一方、南朝鮮を占領したアメリカ帝国主義と反動派は、民主勢

力を分裂させ、勤労大衆の行動統一を切り崩そうとしてあらゆる

策動を弄した。 

主席は、こうした政治情勢と革命発展の要求を鋭敏に洞察し、

共産党を全勤労大衆を統一的に指導できる強力な大衆的政党に強

化発展させる賢明な方針を提示した。 

そして1946年８月、共産党は新民党と合同して労働党に発展し

た。 

主席の賢明な指導によって反帝反封建民主主義革命の課題が成

功裏に完遂された結果、共和国北半部では新しい社会経済関係が

生まれ、人民民主主義制度が確固と樹立されて、祖国統一をめざ
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す革命基地が創設され、限りない発展を保障する基盤が確固たる

ものとなった―― 

日本教職員組合代表団団長は、「日朝人民間の友好の前進を」

と題して、こう書いている。 

――日本教職員組合代表団が訪朝した時期に朝鮮労働党中央委

員会第５期第８回総会が開かれ、会議で社会主義経済建設の10大

目標がうちだされ、６カ年計画を繰り上げて完遂して社会主義建

設のより高い前進を遂げようとする運動が力強くくりひろげられ

ていた。 

朝鮮の勤労者は、党中央が示した社会主義的工業化の歴史的課

題を立派に遂行した自負心と誇りをもって、６カ年計画を１年以

上繰り上げて、党創立30周年に当たる1975年10月10日以前に完遂

しようとしていた。 

そして彼らは、つぎの10大経済建設展望目標達成へと進むため

に速度戦を力強くくりひろげていた。 

朝鮮人民は先進的社会主義工業国家建設を強力に推し進め、世

紀的変革を遂げていた。 

こうした社会主義工業国家の建設を推し進めるうえで基本とな

っているのは、自国の革命と建設は他国に依存せず、自分の頭で

考え自分の力を信じて自力更生の革命精神を発揮し、自分の問題

はあくまでも自分が責任をもって解決するというチュチェ思想が

全人民の中にみなぎっており、革命と建設のすべての分野に具現

されていることである。 

思想における主体、政治における自主、経済における自立、国
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防における自衛の原則で一貫したチュチェ思想は、朝鮮人民の

敬愛する金日成主席の指導思想であり、全国、全人民に徹底的に

浸透し、革命と建設のすべての分野に具現されている。 

共和国ではまた、社会主義教育学の原理が立派に具現されている。 

金日成主席は次のように述べている。 

「…社会主義的教育学の基本原理は、人々を『ひとりはみんな

のために、みんなはひとりのために』という集団主義精神をもち、

祖国と人民のために自分のすべてを捧げてたたかう社会主義的愛

国主義者に、新しい型の共産主義的人間に教育することです」 

このような教育理念と政策は、われわれが訪問した平壌9・15週

間託児所、平壌市大
テ

同
ドン

門
ムン

人民学校、平壌市 蓮
リョン

花
ファ

高等中学校、金
キム

亨
ヒョン

稷
ジク

師範大学、金日成総合大学、その他平壌学生少年宮殿、祖国解

放戦争勝利記念館、朝鮮革命博物館など、すべての教育文化部門

で確実に実現されていた。 

朝鮮の教職員たちは、チュチェ思想にもとづき社会主義、共産

主義を建設するという歴史的任務を自覚し、自分の仕事にたいす

る強い責任感と誇りをもち、主席の偉大な指導のもとに自分たち

の精力と知恵を余すところなく発揮していた。 

わが代表団が朝鮮を訪問した時期は、朴
パク

正
チョン

熙
ヒ

傀儡政権がアメリ

カ帝国主義者と日本反動勢力の使嗾のもとに、1972年の南北共同

声明を踏みにじり、国の分断の固定化を図るばかりか、南朝鮮人

民にたいするファッショ的暴圧をかつてなく強化していた時期で

あった。 

わが訪朝団は10日間の滞在期間に数多くの教訓を得、認識も新
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たにした。そのなかでも、朝鮮人民が自分の手で祖国の統一を達

成するために全力を尽くしているのを目の当たりにして、大いに

感動した。 

開
ケ

城
ソン

と板
パン

門
ムン

店
ジョム

を訪問した時、それをいっそう痛感した。 

今日、朝鮮人民の最大の念願は祖国の自主的平和統一を実現す

ることであることをはっきりと認識しなければならない。 

わが日本教職員組合をはじめとする日本の労働者階級と民主勢

力は、反戦平和闘争とりわけ南北朝鮮の自主的平和統一を実現す

るたたかいをいっそう強化しなければならない。 

今後、日朝両国人民間の真の友好と連帯を強めるために、朝鮮

人民の歴史を正確に学ぶことが重要であることを痛感した。 

革命の揺らん万景台への訪問と祖国解放戦争勝利記念館などの

参観を通じて、金日成主席の指導のもとに朝鮮人民が日本帝国主

義に反対して苦難の闘争を行った歴史と、共和国を建設し、アメ

リカ帝国主義者の侵略政策に対抗してたたかってきた歴史につい

てしっかり学び、理解することができた。 

われわれは今後、日本教職員組合運動を強化発展させながら、

朝鮮の自主的平和統一の達成のために積極的行動を組織し、日本

政府の不当な朝鮮分断固定化政策を変更させていく運動を強化し、

日朝両国人民間の友好と連帯を強めなければならないという決意

を固めた―― 

岡山県教職員組合副書記長は、「社会主義教育学の原理が貫か

れている人民教育の発展」と題して、朝鮮で受けた印象を記して

いる。 
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――朝鮮各地を見学しながらわが代表団の誰もが感じたことは、

全人民が社会主義建設のために意気高く働き、学ぶことに喜びを

覚えているということであった。 

平壌市でも農村でも目的をもって行動する人間の活力がつねに

感じられ、どこでも建設が速度戦の意気込みで力強く進められて

いる光景を見た。 

われわれが、朝鮮人民に共通して見られる「目的志向性をもっ

た行動」が「社会主義建設がまさにわれわれの生活と明日の幸福

を約束する唯一の道」だという確信から来るものであるというこ

とを知るには、さほど時間がかからなかった。 

朝鮮では教育と文化活動が重要視されているが、とりわけ子ど

もたちと青年たちにたいする教育はいっそう重要視されている。 

解放後、共和国では土地改革、産業国有化など、反帝反封建民

主主義革命の課題が順調に実現されたが、これとともに重要な問

題として提起されたのが教育事業であった。民族幹部の養成が革

命と建設にとって不可欠だったのである。 

共和国では、解放直後から労働者、農民出身の新しい知識人の

育成に大きな力をそそいでいる。 

共和国では100万人のインテリを養成することを計画し、それを

推し進めていた。 

これは共和国の発展につながるものである。これはまた、勤労

者を骨の折れる労働から解放し、国を繁栄させ、人民生活を向上

させるという金日成主席の構想を実践に移す道につながるもので

ある。 
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われわれは、すぐれた教育体系と完備された教育設備、教育条

件のもとで、朝鮮のすべての教育者が、現教育の内容において新

しい社会主義教育学を具現するために、真摯に努めているのを見

た。 

日本の教育状況と比べてみると、共和国における教育はわれわ

れにとってまったく羨ましいかぎりであった。 

共和国では、若い世代が古い思想の残滓の影響をうけないよう

にするため、集団主義教育を強化している。集団と社会の利益が

そのまま労働者の利益につながるという具体的な生活体験が、集

団主義教育の理論と実践を裏づけている。 

「ひとりはみんなのために、みんなはひとりのために」という

スローガンが社会主義建設の実践に移されている。 

勤労者を骨の折れる労働から解放し、国を富強にし、人民生活

の向上に貢献する知識の習得と技術学習も、集団労働と集団生活

のなかで行われている。したがって、集団主義教育はとりもなお

さず労働を愛し、生産に参加する喜びに直接つながっている。 

朝鮮の教育のなかでもっとも重要視されている一つは、若い世

代を祖国統一の思想で教育することである。 

託児所の幼児たちは「祖国統一号」という電車に乗って、みん

な一緒に遊んでいる。 

４歳の子どもたちの演劇でも、人民学校の児童の舞踊でも、そ

して高等中学校の生徒の寸劇でも、子どもたちと児童・生徒たち

は、南朝鮮の子どもたちのことを演目に盛り込んでわれわれに見

せてくれた。境界線の近くで警備に立っている若い人民軍の軍人
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たちの顔にも、託児所でアメリカ帝国主義者を思わせるかかしに

おもちゃの銃を向けて遊んでいる子どもの顔にも、帝国主義にた

いする憎悪と祖国統一にたいする念願がこもっていることに、わ

れわれは深く感動した―― 
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84．『世界』の愛読者 

 

1975年11月６日、金日成主席は早稲田大学助教授の西川潤氏一

行と会見し、長時間、質問に答えた。 

氏は事前に主席に質問状を提出していた。質問は、労働党創立

30周年にあたっての主席の感想、６カ年計画の繰上げ達成上遭遇

した障害の克服方途、朝鮮の経済の展望、経済の交流と相互協力

に対する主席の見解、主席の第三世界諸国訪問時の印象、国連総

会における朝鮮問題審議についての見解、朝鮮統一問題の見通し、

日朝関係問題など多岐にわたっていた。 

氏は主席の接見を受けることになった時、自分があまりにも複

雑な問題をいろいろと提起したのは行き過ぎた行為ではなかった

ろうかと自省した。自省しながらも、主席が自分のぶしつけな質

問にどう対応してくれるだろうかと緊張した。 

しかし、氏の恐懼はたちまちにして安堵に変わった。 

主席は氏をにこやかな微笑をもって迎え入れ、なんの屈託もな

く話し始めたのである。 

「お元気ですか。 

緑川亨先生と安江良介先生もお元気ですか。わたしはいまでも、

両先生とお会いしたときのことをはっきりと覚えています。あな

たがたにお会いするのは今日が初めてですが、緑川亨先生と安江

良介先生にお会いしているような深い親しみを覚えます」 
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こう挨拶した主席は、以前に朝鮮を訪れた日本の学者たちの名

をあげ、彼らの著書を話題にのぼせた。一瞬西川氏は、自分が親

しく付き合っている経済学者と話しているような錯覚を起こした。 

主席は日本人学者の著書を熟読していたのである。 

主席は太い声で話を続けた。 

「安江良介先生の朝鮮訪問後、雑誌『世界』は『韓国からの通

信』という文章を毎号掲載し、南朝鮮社会の腐敗相とファッショ

の実態を暴露しています。これは日本人民のみならず世界人民の

闘争に大きく貢献するものです。わたしはこれを非常にうれしく

思っています。 

世界に広く知られている岩波書店は、進歩的な書籍を数多く発

行する出版社として、朝鮮人民と日本人民の友好のために積極的

に努力しており、世界の平和と人民の自由と独立のために活躍し

ています。わたしはこれに対して、緑川亨先生と安江良介先生、

そしてあなたがたに謝意を表します。このたび両先生から寄せら

れた手紙をうれしく拝見しました。帰国されたら、両先生にわた

しからの挨拶をお伝えください」 

主席は『世界』を注意深く読んでいるようであった。 

「雑誌『世界』は、われわれの知らない資料を多く載せていま

す。『世界』に掲載される文章は興味深いので、わたしは毎号そ

れを翻訳文で読んでいます。ときには、出版部門の活動家に『世

界』に載っている文章をまとめて編集するよう指示することもあ

ります。 

わたしは、南朝鮮の傀儡一味が幼児を外国へ売りとばしている
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という『世界』の文章を読んで、憤慨のあまりそれをわが党中央

委員会の政治委員会で会読させました」 

そこまでしているのかと西川氏は感嘆した。 

「さきごろアルジェリアへ行ってみると、南朝鮮から幼女を買

いとって育てているフランス婦人がいました。子どもは、今では

大きくなって物心がつくようになりました。朝鮮から金日成主席

が来るというので、その子がわたしに一度会ってみたいと養母に

話したそうです。養母は子どもに向かって、おまえのような子が

金日成主席にお会いできるものか、金日成主席は忙しくて時間も

ないはずだし、それにアルジェリア政府もそれを許さないだろう、

だから、あとで朝鮮大使館にでも一度訪ねてみるようにと言った

そうです。わたしはこの話を聞いて、あなたがたが出している『世

界』を今一度思いおこしました。そのときわたしは、わが民族の

子どもたちが世界の至る所に売られ、異国人の家庭で暮らしてい

ることに対し、たいへん悲痛な感に打たれました。 

朝鮮の多くの幼児が、フランス、イタリア、スウェーデン、デ

ンマークなどヨーロッパの各国に売られていきました。南朝鮮に

巣くっている無頼漢らのために、わが民族にこのような不幸がふ

りかかっているのです。民族の内部に売国奴がいると、こういう

ことになるのです。 

あなたがたの正義の声はたいへん立派なものです。わたしは、

わが民族の不幸に同情し、正義感をもって朝鮮人民の闘争に積極

的な支持を寄せていることに対し、安江良介先生をはじめ『世界』

誌のみなさんに心から謝意を表します」 
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85. 紐つきの「政権」 

 

金日成主席は西川潤氏一行を前にして話を続けた。 

「あなたがたは多くの問題について質問しましたが、それらの

大部分は朝鮮労働党創立30周年記念大会の報告で述べている問題

です。しかし、質問が出されましたので、もう一度かいつまんで

お話しようと思います」 

西川氏はノートを開き、聞き耳を立てた。 

主席は氏の気持ちを察して、ゆっくりと話を進めた。 

主席は祖国統一問題については次のように語った。 

「つぎに、わが国の統一問題について話しましょう。 

わが国の統一問題については、朝鮮労働党創立30周年記念大会

の報告で詳しく述べました。 

わが国の統一問題の解決で基本となるのは、全民族的統一戦線

を結成することです。 

一つの民族を永久に二つの民族に分裂させることは絶対にでき

ません。ある国では、社会体制がそれぞれ異なるからといって、

一つの民族を社会主義的民族と資本主義的民族に分けていますが、

われわれはこれに賛成できません。思想と理念上の違いはあると

しても、民族はあくまでも一つの民族です。 

現在、わが国の北と南の間には思想と理念の違いがありますが、

民族の統一を基本にして問題を設定するならば、ごく少数の売国
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分子を除いては、全民族がいくらでも団結することができます。

それゆえ、朝鮮労働党は祖国統一の問題において全民族的統一戦

線を結成する路線を一貫して堅持してきたし、これからも引き続

き堅持するでしょう。 

朝鮮人民が全民族的統一戦線を結成し、祖国を統一しようとす

るのを妨害する者もいます。アメリカ帝国主義者と日本の一部の

反動層、そして一握りの南朝鮮の売国分子は、北と南が団結して

統一することに反対しています。しかし、世界の人民は朝鮮の統

一を支持しています。一つの民族を二つの民族に分裂させること

に賛成する人は多くありません。 

今年、国連総会での朝鮮問題に関する票決の結果をみると、わ

が方の決議案に対して棄権した国も多く、また敵側の『決議案』

に対して棄権した国も多いのですが、それはアメリカ帝国主義者

の圧力のためです。そのような圧力はしばらくの間は効果がある

としても、長続きするものではありません。圧力を加える方法で

問題を解決することができないということは、歴史が証明してい

ます。 

今米日反動層は南朝鮮『政権』を支持していますが、日本人民

とアメリカ人民の闘争と圧力が日ましに強まっている状況のもと

で、それが長続きするものとは思えません。南朝鮮の反動『政権』

は、日本とアメリカ反動層の支持さえなければ、いっときも維持

できません。南朝鮮の反動『政権』は、南朝鮮人民の支持を受け

ていません。 

わたしは、日本の自民党代表団と会見した際、南朝鮮『政権』
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というのは、たとえて言えば朝鮮の昔の冠のようなものだと言い

ました。冠というのは、頭にかぶさってついているものではなく、

頭の上に乗せてひもでくくられて維持されるものです。朴
パク

正
チョン

熙
ヒ

『政権』は、人民大衆の支持によって維持されているのではなく、

冠の２本のひもによって維持されているのです。片方の紐の役は

アメリカ帝国主義者が果たし、他の一方の紐の役は日本の反動層

が果たしています。２本の紐のうち片方の紐が切れても、冠は頭

についていません。 

わたしの話を聞いた自民党代表団の一人は、自分たちが南朝鮮

『政権』を維持している冠の片方の紐をたち切ることができると

言いました。すると他の一人は、そうするにはまだ少々力が足り

ない、しかししっかり取り組んでたたかえば、冠の片方の紐をゆ

るめることはできると言いました。冠の紐をゆるめておけば、風

に揺られて冠がふらふらしますが、その程度でも結構です。 

もちろん、そこまでもっていくのは容昜なことではありません。

日本の反動層と南朝鮮の反動層は、『援助』の名目のもとに互い

に金を横領する利害関係によってゆ着しています。日本人の話に

よれば、日本が南朝鮮に与える『援助』は、日本の反動層が何十％

か着服し、朴正熙が何十％か着服し、さらにまたその手先が何十％

か着服してしまえば、しまいに残るのはいくらにもならないとい

うことです。このように南朝鮮の反動層と日本の反動層は密接に

からみ合っているので、日本の反動層が南朝鮮の反動層を支持で

きないようにするのは、容昜なことでありません。 

しかし、日がたつにつれて、日本政府の政策の不当性は日本人
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民の間に認識されつつあります。 

今日南朝鮮の民主勢力は、朴正熙ファシスト一味の過酷な弾圧

を受けています。しかし、弾圧のある所には抵抗があり、抵抗の

ある所には必ず革命が起こるものです。奴隷制社会から封建制社

会へ移行するときにもそうであったし、封建制社会から資本主義

社会へ移行するときにもそうでした。朴正熙一味の過酷な弾圧が

あっても、南朝鮮の民主勢力は成長するでしょう。 

日本の人民と民主勢力が日本の反動層に反対する闘争を強めて

朴正熙『政権』の冠の片方の紐をゆるめ、南朝鮮の民主勢力がい

っそう成長すれば、北半部の社会主義勢力と南朝鮮の民主勢力が

団結して、祖国の平和的統一を実現することができるでしょう」 

南朝鮮「政権」を冠とその紐をたとえにして批判した主席の言

葉に、西川氏は感嘆を禁じえなかった。  

民族に対して負ったおのれの務めも果たさず、アメリカにへつ

らう愚かな南朝鮮「政権」を批判する比喩は少なくなかったが、

冠とそのひもという平易な表現を用いて批判する主席の言葉はそ

のものずばりで、南朝鮮傀儡政権の反動的本質を余すところなく

暴いていたのである。 

主席は、この冠のような南朝鮮「政権」を支持する日本政府の

不当な行為も鋭く指摘した。 

「われわれがいつも言っているように、朝日両国間の関係が正

常化されるかいなかは、全面的に日本政府の態度にかかっていま

す。 

日本政府としては当然、隣の朝鮮半島が安定し、南北朝鮮が統
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一するよう力ぞえをすべきでしょう。しかし、日本政府は朝鮮の

分断を永久化しようとする立場をとり続けており、南朝鮮の反動

的傀儡政権を『反共防波堤』とし、それが引き続き維持されるこ

とを望んでいます。これは、わが国に対する日本政府の敵視政策

のあらわれです。日本政府がこのような態度を改めないかぎり、

朝日両国間の関係は正常化されないでしょう。 

絶対多数の日本人民は朝鮮の統一を望んでいます。日本で朝鮮

の統一に反対する者はごく少数の反動層だけです。朝鮮の分断を

永久化しようとする日本反動層の策動は、日本人民のたたかいに

より、長続きしないでしょう。すでに戦争を体験している日本人

民は誰よりも平和を愛し、日本軍国主義の復活を許そうとしてい

ません。したがって、自覚した日本人民とごく少数の日本反動層

との矛盾は、日を追っていっそう激化することでしょう。 

われわれは、朝鮮人民と日本人民のたたかいによって、いずれ

は朝日両国間の関係が必ず正常化されるものと思います。 

あなたがたの質問に対してこの程度にお答えしておきます。ま

だ触れていない問題がありましたら、朝鮮労働党創立30周年記念

大会で行ったわたしの報告を参考にしてくださるよう望みます。

…… 

わたしは今一度『世界』誌のみなさんに心からの挨拶を送り、

あなたがたのわが国訪問に謝意を表します。 

長時間講義をするような話し方になって申し訳ありません。わ

たしの話を注意深く聞いてくださったことに感謝します」 

どの一瞬もゆるがせにできない貴重な時間を惜しげもなく費や
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し、２時間半にわたり、メモを見ることもなく、大きな身ぶりを

まじえながら、複雑な諸問題を広く深い知識と経験を踏まえて明

快かつ率直に解き明かしていく主席。それでいて、いささかも尊

大ぶることなく、むしろ『世界』の価値を高く評価する謙虚で誠

実な人柄。 

後日、氏はその日の感銘を次のように述べている。 

――２時間半にわたって主席が話し続けられたことに強い印象

を受けた。国内問題についても国際問題についても、一つの観点

を押し付けるのではなく、自らの立場を踏まえながらも、困難さ

をも含めて引かれる実例が豊富で、話が率直かつ自由に広がり、主

席の人柄の誠実さとともに闊達さを感じた。また、話の細部から

も、主席が主題についてつねに十分な知識と経験を踏まえて話さ

れていることが実感できた。私はこれまで、フランスのミッテラ

ン大統領、キューバのカストロ首相をはじめ、世界のトップクラ

スの政治家たちと対談する機会に恵まれたが、金日成主席は間違

いなく世界第一級の指導者のカテゴリーに入る政治家だと思う。

こうした優れた指導者の下においてこそ、人口2000万の小国が、

植民地時代の収奪、朝鮮戦争の惨禍という、ゼロからというより

も、むしろマイナスの出発点からこれだけの国づくりに成功した

のだ、と痛感した―― 
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86．社会主義の歴史を画する思想 

 

西川潤氏は、金日成主席との会見印象記で主席の思想の独創性

についてこう書いている。 

 

「金日成主席は、社会主義理論をいくつかの側面で大きく発展

させてきたが、私としてはとりわけ、チュチェ思想とアジア的社

会主義の理論ともいえる社会主義の過渡期の理論、そして自立的

民族経済の理論の３点において、金日成主席の思想は、世界のさ

まざまな社会主義の歴史においても独自であり、その歴史を画す

るものであると考える。 

金日成主席は、私との対談で『わが党はチュチェ思想にもとづ

き、つねに人民大衆のなかに根をおろし、自国人民の力に依拠し

て革命と建設を推し進めてきました』とのべているが、この民衆

の創造性と活力に対する信頼こそは、チュチェ思想の根幹である

と思う。長い間、周辺大国の干渉や侵略によって、国内でも何か

事があれば先ず外国に依存するという『事大主義』の心性がはび

こるようになったが、これに対して人民こそがいかなる場合にも

国づくりの主体であり、人間自身が力づよい存在に成長すること

こそ、社会発展の原動力であるとする思想革命の重要性を明らか

にしたもので、ここにチュチェ思想が、国境を越えて、韓国の若

い世代をも含めて、中小民族の間に広がっていった原因があろう。
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…… 

人口小国朝鮮は、解放後も中ソ論争のはざまにあって、大国の

政策抗争に振り回されなかった。その中で、ソ連的マルクス主義

とも文革中国的共産主義とも異なった社会主義の考え方を理論家

金日成が提起したことは、社会主義の多様性を一段とすすめると

いう意味で、現代の動向を先取りするものであった。 

すなわち、ソ連的マルクス主義では『全人民国家』の理論が幅

を利かせていた。この理論によれば、労働者階級の権力獲得から

社会主義制度の実現までは社会主義社会移行の過渡期で、ソ連の

ように社会主義が勝利して共産主義建設が始まった『全人民国家』

ではもはや階級闘争はなくなったとして、一国社会主義への忠誠

が課題とされる。 

文革中国の理論では反対に、過渡期は決して社会主義の勝利に

よって終わるものではなく、共産主義の高次の段階まで続くもの

であり、その間、階級闘争が継続するとして、永久革命論が唱え

られた。 

金日成主席はこの両論を退け、社会主義革命から共産主義移行

までの間に、『完全な社会主義社会』樹立の段階を設ける。過渡

期はこの段階に到達するまでかなり長く続くもので、その間、国

内では諸階級が統一と団結を目的として、階級差をなくするため

に相互に協力し合うことができる。これは、ソ連的な物質要因を

重視し、階級闘争を没却した全人民国家路線とも、また中国的な

精神要因を重視し、階級闘争を強調する世界革命路線とも異なっ

たオリジナルなもので、プロレタリアート独裁=階級闘争は必要だ
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が、同時に国家はたんなる階級独裁の用具ではなく、むしろ民衆

保護の用具として、労働者、農民、知識人らの自己改造を通じる

労力の場となり得る、とみる。 

……… 

『自立的民族経済』の理論は、やはり朝鮮の植民地的モノカル

チュア経済から脱却の経験を踏まえて、提起されたものである。 

今日、世界的に民族の自主、自立を求める動きがますます広が

り、超大国の覇権=支配体制を解体して、新しい世界秩序を形成す

る動因となっている。朝鮮民主主義人民共和国の建設を通じてつ

くり上げられてきた金日成主席のチュチェ思想、アジア的社会主

義、民族的自立経済の理論は、これからの民族自主、民族自立、

そしてお互いがお互いから学びあう相互依存の新しい世紀に、こ

の世紀の指導的思想の一つとして、ますます多くの人々に影響力

を及ぼしていくことになるだろう」 
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87．明々白々な回答 

 

1975年11月26日、金日成主席は『毎日新聞』取締役・編集局長

の五味三男氏一行と会見した。 

主席は、お元気ですか、平壌と東京の気候の差はどれほどでし

ょうか、朝鮮はこれから寒くなります、と挨拶したあと、こう言

った。 

「わたしは、あなたがたのわが国訪問に感謝するとともに、あ

なたがたを熱烈に歓迎します。 

もう少し早くあなたがたにお会いすべきでしたが、その間党中

央委員会総会や急を要する仕事が重なって遅くなりました。ご了

承ください。 

わが国に滞在する間不便な点はありませんでしたか。われわれ

はまだサービス施設を完備していません。われわれはまず工場、

学校、住宅を建てているので、接待用の便益サービス施設を十分

にととのえていません。今後、基本的な建設を終えてから、おい

おい便益サービス施設も完備することになるでしょう」 

恐縮して、朝鮮を訪れていろいろとよい印象を受けたという編

集局長の言葉に主席は、韓
ハン

徳
ドク

銖
ス

総聯議長からあなたがたについて

の紹介状をもらった、そこには、総聯があなたがたからいろいろ

と援助を受けていると書いてあったとして、こう続けた。 

「わたしは、日本で在日朝鮮同胞の民主主義的民族権利の擁護
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と祖国統一の事業に大きく貢献しているあなたがたに謝意を表し

ます。わたしはあなたがたに今日初めてお会いしますが、旧知の

間柄のような親しみを感じます」 

この好意にみちた言葉に感激する一行を見回して、主席は提起

された質問に答え、朝日関係問題については次のように述べた。 

「日本は朝鮮の隣国です。朝鮮人民と日本人民は現在も親しく

していますが、今後は友好関係をいっそう発展させなければなら

ないと思います。われわれは日本人民との友好を願っており、そ

れをさらに発展させることを一貫して主張しています。われわれ

はアジア人同士が平和に暮らすことを願い、とりわけ隣国とむつ

まじく過ごすことを望んでいます。 

しかし、日本の反動層は朝鮮の統一を助けようとするのではな

く、これを妨げています。これはじつに遺憾なことです。われわ

れは、当然日本が朝鮮の平和統一を心から助けるべきだと思いま

す。 

あなたがたは、日本人に対する率直な気持を語ってくれるよう

にと言いましたが、一口に言えば、われわれは日本人民に対して

よい感情を持っています。朝鮮人民に不幸をもたらした過去のこ

とは、すべて日本の一部の反動層のしたことであって、決して日

本人民のしたことではありません。それゆえわれわれは、日本人

民がなにかの代表団または個人としてわが国に来る場合、いつも

親切に迎え入れています。 

現在日本人民のなかで、わが国についてよく理解していない一

部の人を除いてはみな朝鮮人民の正義の闘争を積極的に支持して
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います。したがってわれわれは、日本人民に対して好感を持って

おり、日本人民との友好・団結を強めるために努力しています。

今後、朝鮮と日本両国人民の友好・団結はさらに強化発展するこ

とでしょう。 

あなたがたは『松生丸』事件について質問しましたが、この問

題については朝鮮中央通信社の報道が発表されているので、よく

理解できたと思います。率直に言ってわが国の沿岸警備艇は、そ

の船が日本の漁船だとは知らず、また日本の漁船が鴨
アム

緑
ロク

江の河口

にまではいってこようとは思わなかったのです。わが国の沿岸警

備艇は、その船を南朝鮮かアメリカのスパイ船とみなして射撃し

たのです。 

もしもわが国の沿岸警備艇が、その船を日本の漁船だと知って

いたなら、たとえわが国の領海を侵犯したとはいえ、よくいい聞

かせて帰すなり、あるいは国の法規にてらして問題をおだやかに

解決したはずです。そのような前例はいくらでもあります。日本

の漁船がわが国の領海に不法侵入したことがたびたびありました

が、われわれはそのつど船員を厚くもてなして帰しはしても、射

撃を加えたことはありません。日本の漁船が朝鮮東海で台風にあ

い保護を求めてきたときも、われわれは彼らにあらゆる便宜と安

全をはかってやりました。 

これまで日本の漁船がわが国の領海に不法侵入したからといっ

て、射撃を加えたことは一度もありません。領海に侵入した日本

の漁船を撃って、われわれに得になることがあるでしょうか。も

しそのような事件が起これば、それはわれわれ両国人民間の団結
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をそこなう結果しかもたらしません。ですからわれわれは、今度

の事件をたいへん不幸な出来事だと思っています。 

今度の不幸な事件は『松生丸』の過失によって生じたものです。

『松生丸』がわが国の領海を侵し、われわれの沿岸警備艇が再三

にわたって停船信号と威嚇射撃を行ったにもかかわらず、それに

応じようとせず、逃走したために事件が生じたのです。したがっ

て『松生丸』の船員たちは、その過ちを認めなければなりません。 

日本では今度の事件について、領海を侵犯したにしても銃撃す

るのは防衛の範囲をこえているという意見があるそうですが、わ

れわれは領海を侵したのが日本の漁船であることを知らず、また

その船が停船信号を無視して逃走したので、敵のスパイ船だと思

って射撃を加えたもので、わが方にはなんの責任もないと認めま

す。責任はわれわれの側にあるのではなく、逆に『松生丸』がわ

が国の領海を侵犯したことにあります。 

しかしわれわれは、今度の事件が不幸な出来事であるだけに、

船と乗組員をただちに送りかえし、負傷者は完治するまで治療し、

死亡者の遺族に対しては弔慰金まで送りました。これはわれわれ

が日本人民との友好・団結をはかるためであって、決してわれわ

れの非をわびるためではありません。 

今日本の反動層は、『松生丸』事件を口実に朝鮮と日本両国人

民の友好・団結を破壊しようと策動しています。日本当局は、わ

が国に対するこのような非友好的で敵対的な行為を中止すべきで

あります。 

『松生丸』事件については、すでに過去の出来事なので、これ
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以上長く話そうとは思いません。 

今後『松生丸』事件のような不幸な事件が再び起こらないよう

にするには、なによりもまず、日本の漁船がわが国の領海を侵犯

することのないようにすることです。今朝鮮半島の情勢は緊張し

ています。わが国は南北に分断されており、アメリカ帝国主義者

と南朝鮮の反動層は、漁民に仕立ててスパイをわれわれの領海に

送りこみ、北半部に対するスパイ活動をたえず行っています。で

すから日本の漁民に、わが国のこのような情勢を十分に知らせる

必要があると思います。 

日本の漁民がわが国の近海に来て魚を捕るうちに、ときには領

海を侵犯する場合もありうるでしょう。そういう場合は、逃走せ

ずにわが方の取締りにすなおに応じるべきです。スパイ行為をは

たらく目的でわが国の領海にはいってきたのでなければ、逃走す

る必要などないでしょう。わが国の領海を侵したとしても、取締

りに応じ、領海だと知らずにはいってきたと謝罪すれば、関係当

局で取り調べたうえで送りかえすでしょうし、損傷を与えるよう

なことはしないでしょう。 

わたしは、両国間で今度の『松生丸』事件のような不幸な出来

事が再び発生しないよう希望し、互いに注意すべきだと思います」 

実に率直かつ明白な説明であった。 

日本漁船が犯した過ちと朝鮮側の対応処置について、明確にけ

じめをつけて話す主席の説明には疑義をはさむ余地がなかった。 

 

 



 

 92 

 



 

 93 

 

 

88．「北からの脅威」は真っ赤なうそ 

 

1975年12月初め、朝鮮を４回目に訪問した日本社会党朝鮮問題

対策特別委員会副委員長・参議院議員の田英夫氏は、帰国に際し

て朝鮮訪問の印象を次のように語った。 

 

――私は世界の国々を巡っていて、それらの国の状況をよく知

っている。 

率直に言って、平壌の街は世界でもっとも美しい。この美しい

都市がアメリカ帝国主義の朝鮮侵略戦争で灰燼に帰し、その廃墟

の上に築かれたと思うと、驚かざるをえなかった。 

朝鮮労働党創立30周年を前にして、平壌市はいっそう美しく雄

壮になった。 

朝鮮労働党創立30周年記念展覧館に展示されている諸グラフは、

朝鮮民主主義人民共和国が日本やアメリカ、あるいはヨーロッパ

の資本主義諸国が100年ないし数百年かかった工業化を、短期間に

達成したことをはっきりと示している。 

日本は明治維新という形で封建時代から近代社会に移行したが、

以来100余年をかけて、工業などの産業発展を遂げた。 

ところが朝鮮は、これに匹敵する発展をわずか10余年で達成し

たとのことであるから、驚嘆せざるをえない。 

朝鮮民主主義人民共和国のこのすばらしい発展は、金日成主席
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の賢明な指導のたまものであり、主席のまわりに一致団結した朝

鮮人民の力強いたたかいがあったからである。 

私が３年前に来たときと比べると、農村は飛躍的な発展を遂げ

ている。 

日本も稲作をしているが、田植えはほとんど手労働で行ってい

る。ところが朝鮮ではほとんど機械で苗を植えていた。 

とくに、トウモロコシ農作で密植に成功したのは驚くべきこと

である。 

金日成主席の教示で朝鮮農民がトウモロコシ農作でいかに大き

な成果を収めたかということは、農業について素人の私にも十分

理解できた。 

前回訪朝して帰る時と、今回来た時は空が晴れていたので、飛

行機から朝鮮の姿がよく見えた。山々には松の木が青々と茂って

いた。山の中腹やふもとは至る所果樹園であり、肥沃な田野には

黄金の稲穂が限りなくそよいでいた。どこを見ても山と山の間に

は湖があった。 

それらが金日成主席の指示によってつくられた人工湖であると

すぐ見て取れた。それらの湖からは灌漑用水路が網の目のように

走っていた。このように発展した農業を持つ国、国土建設が一幅

の絵のように完成されている国は世界に二つとない。 

朝鮮は、日本帝国主義の植民地支配とアメリカ帝国主義の侵略

戦争のため、立ち後れ、破壊された経済をもっていた。しかし、

千里馬運動をくりひろげ、数次にわたる人民経済計画を遂行した

結果、社会主義工業国になった。 
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今日、朝鮮の社会主義建設は、世界のどの国にも例を見ない速

さと力で進められている。 

今回の訪問で強い印象を受けたいま一つは、子どもたちに対す

る配慮である。 

私はこのたび、金日成主席が子どもは国の「王様」だと言われ

たことの真の意味を知ることができた。私は、子どもたちが勉強

している姿や、いろいろな課外活動を行っている姿を見て、朝鮮

の子どもたちは「王様」のように大事にされて学び、生活しなが

ら、明るい未来に向かってまっすぐに進んでいることを感じ、こ

れは朝鮮が今後さらに飛躍しうる貴重な下地であると確信した。 

このように子どもたちに思う存分学べる道を大きく開いた国は、

この世界にまたとないだろう―― 

氏は朝鮮の統一問題について次のように語った。 

――アメリカ政府の高官は、口では「朝鮮は平和でなければな

らない」だの「南北の対話再開を望む」だのと言っている。しか

し、同じその口で「南朝鮮の朴政権への軍事援助を続けなければ

ならない」と唱えて莫大な援助を引き続き与えている。これは明

らかに矛盾である。 

われわれは去る９月、アメリカに行った時、全朝鮮民族が自主

的に、平和的に統一することを願っているのに、他国であるアメ

リカがこれに介入し干渉すること自体が間違っている、と強く追

及した。 

「北からの脅威」だの「北がトンネルを掘った」だのと騒いで

いるが、それは朴「政権」と日本の支配層の意識的な宣伝である。 



 

 96 

誰でも、朝鮮民主主義人民共和国の平和な現実と社会主義建設

に専念している姿を見れば、「北からの脅威」というのは途方も

ない作り話であることがよく分かる。 

今、朴
パク

正
チョン

熙
ヒ

「政権」は南朝鮮人民を弾圧し、さらには日本に居

住する良心的な朝鮮人たちにも不当な弾圧を加えている。 

金
キム

大
デ

中
ジュン

事件はそのような策動の一環である。彼らは「維新体制」

という美名のもとに民主主義を完全に破壊してしまった。朴正熙

一味は人民の口を弾圧によってふさぎ、愚かにも「北からの脅威」

という恐怖心を与えることによって彼らを欺こうと策動している

が、「北からの脅威」というものは存在しない。南朝鮮人民は力

を合わせて、朴「政権」を打倒するためのたたかいに必ず立ち上

がるだろう。 

私は、そのような力がすでに南朝鮮人民の間に蓄積されている

ことを知っている。 

金日成主席が指摘しているように、南朝鮮で民主人士が政権を

握るならば、南北対話は可能であり、統一への大きな前進がなさ

れるだろう。 

金日成主席がうちだした、一つの連邦をもって民族が団結しよ

うという方針は全的に正しい。 

世界の多くの国が、朝鮮が自主的に、平和的に統一されること

を願っている。それは、今回の第30回国連総会で朝鮮民主主義人

民共和国を支持する43カ国の決議案が採択されたことがはっきり

と示している。 

朝鮮の統一は自主的になされなければならず、「国連軍」の帽子
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をかぶったアメリカ軍は南朝鮮から出て行かなければならない―― 
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89. 日本人民ならぬアメリカの意思 

 

1976年３月28日、金日成主席は月刊誌『世界』編集長の安江良

介氏に接見した。 

主席は、安江良介先生のわが国訪問を非常にうれしく思い、熱

烈に歓迎すると前置きして、平壌であなたに会うべきだったが、

ちょうど現地指導の最中で、そうすることができなかった、あな

たの帰国が迫っているというので、このように遠路をわずらわす

ことになったと了承を求めたあと、朝鮮の統一問題をはじめ、朝

鮮と日本との関係問題、その他の問題についての質問書を読み、

わが国の関係者と行ったあなたの談話内容にも目を通した、あな

たがわが国とわれわれの事業に深い関心を抱いていることを知る

ことができたとして、提起された質問に一つひとつ丁寧に答えた。 

主席は編集長の質問した朝日両国の関係に関する問題について

は、次のように答えた。 

「朝鮮と日本両国の関係に関する問題も、やはりアメリカとか

かわりがあります。アメリカが日本から手を引いてはじめて、朝

鮮と日本の関係が順調な発展を遂げることができます。 

現在、日本政府はすべての問題をアメリカに問い合わせて処理

し、アメリカの『二つの朝鮮』路線に従って動いています。この

ような状況のもとでは、朝鮮と日本の関係に関する問題は解決さ

れようがありません。 
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日本は当然、朝鮮の統一を助ける立場に立つべきであり、隣国

の朝鮮が争うことなく、平和に暮らすよう望むべきであります。

今多くの日本人民はそうなることを願っていると思います。しか

し日本政府は、わが国を『二つの朝鮮』に分裂させようとするア

メリカ帝国主義者の路線に追随しています。日本政府がアメリカ

帝国主義の戦略的方針の軌道にそって、その機関車に引かれて動

いているため、朝鮮と日本の関係は改善しようにも方法がありま

せん。われわれは日本政府がわが国に非友好的な態度をとってい

ることに失望していません。日本政府がわが国に非友好的なのは、

日本人民の意思ではなくアメリカの意思であり、アメリカに追随

している日本の少数反動層のしわざであります。したがって、わ

れわれは日本人民を少しもとがめません。 

朝鮮と日本の関係改善の問題がまだ機が熟していない状況のも

とで、両国間の関係改善の問題を日本政府にもちだすのは無意味

なことであり、またそれをもちだす必要もないとわれわれは考え

ます。 

われわれはこれからも、日本人民との友好・団結の強化のため

に引き続き努力し、可能なあらゆる方法を講ずるつもりです」 

主席は、編集長が席上改めて提起した質問に対して、簡単に答

えた。 

 

問 主席閣下は先に、朝鮮と日本の関係に関する問題について

ごく簡単に述べられましたが、わたしはその簡単なお話のなかに

すべてが含まれていると思います。それでもいくつかの問題につ
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いてさらにおうかがいいたします。 

日本政府の態度が現状のままだとすれば、いっとき伝えられた

朝鮮と日本両国間の漁業協定の締結は可能性がないとみるべきで

しょうか。 

答 両国政府間の漁業協定ではなく、民間の漁業協定なら可能

性があると思います。もちろん民間の漁業協定にしても、日本政

府がそれを保証しなくてはなりません。 

問 「松生丸」事件の後、日本政府が共和国との漁業協定の締

結について言いだしたのは、わたしの考えではたいへんよいこと

だと思います。これについてどうお考えでしょうか。 

答 一時日本では、朝鮮と日本両国間に漁業協定が結ばれるべ

きだという声が高まりました。そしてわが国に漁業代表団を送る

という話も出ました。これが日本政府の意図なのか、それともあ

る民間人の意図なのかはよくわかりません。しかしいずれにして

も、われわれは朝鮮人民と日本人民間の接触と往来を望んでおり、

またわが国が日本と隣接していながら門戸をとざしているわけに

はいかないのですから、日本政府が承認し保証するならば、朝鮮

と日本の民間漁業関係の問題は可能な範囲で一部解決できると考

えます。 

あなたとこのように久しぶりに再会して話し合えたことを非常

にうれしく思います。 
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90．新潟市民に挨拶を 

 

１９７６年6月１０日、金日成主席は川上喜一郎市長を団長とす

る新潟市代表団に接見した。 

主席は、代表団の朝鮮訪問に対し全朝鮮人民と共和国政府、主席

自身の名で感謝の意を表した後、こう述べた。 

「この席を借りてわたしは、あなたがたをはじめ新潟市民が在

日朝鮮公民の帰国活動を積極的に支援したことに謝意を表します。 

お帰りになったら新潟市民に朝鮮人民の熱烈な挨拶をお伝えく

ださい」 

主席の親しみのこもった言葉に、代表団一同は恐縮した。 

代表団団長は朝鮮訪問の印象について語り、朝鮮の発展は全的

に主席の賢明な指導の結果であると述べた。主席は、われわれの

事業を高く評価されたあなたがたに感謝する、今後さらに奮闘し

てあなたがたの期待に応えるつもりであると答え、ついで朝日関

係の発展問題について言及した。 

「朝日関係についていうならば、まだ国交関係は樹立されてい

ませんが、両国人士の往来はひんぱんです。これは良いことだと

思います。今後とも両国人士が相互に行き来するならば、理解も

深まるでしょう。 

あなたがたの今回の共和国訪問は、朝日両国人民の親善強化に

大きく寄与するでしょう」 
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代表団団長は、多忙な中で時間を割いて自分たちに会ってくだ

さったとして、主席に再度感謝の意を表した。 

主席は礼を言い、こう述べた。 

「今日は忙しくてあなたがたとゆっくり話し合えず残念です。

予定がなければ、あなたがたにわれわれの事業についてゆっくり

話したかったのですが、ほんとうに申しわけありません。 

わたしは今日、あなたがたに会えたことをうれしく思います」 

この日の談話は短時間のうちに終わったが、そのなかでなされ

た主席の挨拶には、新潟市の全市民、日本の全人民に対するあつ

い親善の情がこもっていた。 
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91．アメリカ軍は招かれざる客 

 

1976年６月21日、金日成主席は日本社会党中央青年対策委員会

委員を団長とする青年活動家代表団に接見した。 

席上、主席は、代表団団長が成田知巳社会党委員長からの挨拶

を伝えてくれたことに謝意を表し、委員長の健康を尋ねた後、日

本社会党青年活動家代表団の朝鮮訪問を熱烈に歓迎する、あなた

がたの朝鮮訪問は朝鮮労働党と日本社会党間の関係がいっそう強

化していることを物語っている、またそれは社会主義建設と祖国

統一をめざす朝鮮社会主義労働青年同盟員たちの闘争を鼓舞し、

両国青年間の友好団結の強化に大いに寄与するだろう、このよう

な意味であなたがたの朝鮮訪問は非常に立派な訪問であると思う

として、団長先生は社会主義建設と祖国統一をめざす朝鮮人民の

闘争に対し賛辞を呈してくれたが、わたしはこれを朝鮮人民の革

命偉業に対する大きな支持と励ましの表れだと思うと述べた。 

主席は、わたしは日本社会党と日本社会主義青年同盟が、祖国

統一と社会主義建設をめざす朝鮮人民のたたかいを積極的に支持

してくれていることをよく知っている、朝鮮と日本両国人民はア

メリカ帝国主義に反対し、アジアの平和のためにたたかっている

として、アメリカ帝国主義の悪辣な本性についてこう指摘した。 

「現在アメリカ帝国主義者はアジアで覇権を握り、アジアの

国々を支配しようとやっきになっています。アメリカ帝国主義者
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が南朝鮮を引き続き占領しているのは、日本を統制することにも

その目的があります。あなたがたはこのたび板
パン

門
ムン

店
ジョム

を参観し、ア

メリカ軍を見て『アメリカ軍は南朝鮮から出て行け!』というスロ

ーガンを叫んだそうですが、実際、南朝鮮に来ているアメリカ軍

は招かれざる客です」 

アメリカ軍は招かれざる客! 

朝鮮に古くから伝わる「不請客」(招かれざる客)という簡単明

瞭な表現を用いて、南朝鮮駐留米軍存在の本質と、それに対する

人民の憎悪を、話し相手に一言で納得させた主席の指摘に、代表

団一同は感心した。 

主席は、アメリカ帝国主義侵略者に追随する日本政府について

も鋭く批判した。 

「アメリカ帝国主義者はインドシナで惨敗して追い出された後、

南朝鮮をアジア侵略の重要な拠点として利用しようと血眼になっ

ています。アメリカ帝国主義者は日本と南朝鮮の反動層と野合し

て、朝鮮を永久に分裂させようと悪辣に策動しています。日本の

反動層は南朝鮮を『反共の防波堤』だとして、アメリカ帝国主義

者の分裂策動に積極的に追従しています」 

主席はここで「冠の紐」の話をした。 

「わたしがいつも話していることですが、朴
パク

正
チョン

熙
ヒ

『政権』はた

とえていえば、昔、朝鮮の人たちが頭に乗せていた冠のようなも

のです。冠は両方の紐を結ばなければ風に吹き飛ばされます。朴

正煕『政権』という冠の片方の紐の役はアメリカ帝国主義が果た

し、もう片方の紐の役は日本の反動層が果たしています。アメリ
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カ帝国主義者と日本の反動層が朴正煕『政権』に『援助』を与え

なければ、その冠はひとりでに落ちてしまうでしょう。それは、

朴正煕『政権』が人民の間に根をおろしておらず、南朝鮮人民が

朴正煕傀儡政権を支持していないからです」 

招かれざるアメリカ軍に依存して生き長らえている南朝鮮「政

権」は、人民に背く反動集団であると指摘する主席の表情は厳し

かった。 
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92．友好的な談話を回顧する 

 

金日成主席は、祖国統一をめざす朝鮮人民のたたかいと、南朝

鮮の人民と民主人士のたたかいを今後ともより積極的に支持する

とした青年活動家代表団団長の言葉をたいへん有難く思うと述べ、

両党、両国の青年と人民は団結し、アメリカ帝国主義者と日本の

反動層に反対してたたかわなければならないとして、こう続けた。 

「朝鮮人民と日本人民が互いに手をとってアメリカ帝国主義者

と日本の反動層に反対してたたかうならば、世界制覇を夢み、南

朝鮮を引き続き占領し、日本を統制しようとするアメリカ帝国主

義者の陰謀策動を破綻させることは十分可能だと考えます」 

代表団団長は、帰国したら、前進している朝鮮革命と朝鮮の建

設状況を日本の青年たちに広く紹介すると言った。 

主席はにっこりした。 

「帰国されたら、成田委員長先生にわたしの挨拶と、先生がわ

が国を訪問したとき、わたしと友好的な談話を行ったことを、わ

たしがいつも回顧しているということを伝えてください。 

日本社会党の幹部と日本社会主義青年同盟員たちに、わたしと

朝鮮労働党と朝鮮青年、そして朝鮮人民の挨拶を伝えてください」 

一度会った人たちのことを忘れずに回顧し、あたたかい挨拶を

伝えてくれるようにと頼む主席の情義に、一同は胸が熱くなった。 
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93．岩井章氏の記者会見 

 

1976年11月、朝鮮の自主的平和統一支持日本委員会訪朝代表団

団長の岩井章事務局長は、平壌で朝鮮中央通信社記者と会見した。 

氏は、再び朝鮮を訪れて金日成主席にお会いする光栄に浴した、

金日成主席は非常に謙虚で気さくで格式がない、そういった気高

い品性を備えた偉大な方であると前置きして、次のように述べた。 

――わたしは金日成主席に深い尊敬と欽慕の念を抱いている。 

それは何よりもまず、偉大な領袖金日成主席はわれわれの時代

の偉大な革命思想であるチュチェ思想の創始者であるからだ。 

偉大な領袖金日成主席は次のように述べている。 

「チュチェ思想とは一言で言って、革命と建設の主人は人民大

衆であり、革命と建設を推し進める力も人民大衆にあるという思

想です。 

言いかえれば、自分の運命の主人は自分自身であり、自分の運

命を切り開く力も自分自身にあるという思想です」 

今日、チュチェ思想は世界の人民の指導思想になっている。 

今、多くの国々が独立を達成した後、帝国主義に依存せず、自

主性を堅持しながら自立的な経済を建設している事実が、それを

よく物語っている。 

もちろん、チュチェ思想は日本においても、たたかいを繰り広

げるうえでの指導指針となっている。 
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金日成主席は偉大なチュチェ思想を創始して、朝鮮人民だけで

なく世界の人民が進むべき前途を示してくれたので、わたしは主席

を敬慕してやまない。 

次に、金日成主席は生涯を人民の自由と幸せのために捧げてお

り、この道で偉大な業績を築いたので、わたしは主席に限りない

尊敬と欽慕の念を抱いている。 

金日成主席は、日本帝国主義の植民地統治のくびきから朝鮮を

解放し、アメリカ帝国主義の侵略も退けて、すばらしい社会主義

朝鮮を建設した。 

金日成主席が偉大なチュチェ思想を工業、農業、教育、文化、

芸術など、すべての分野に立派に具現して独創的な路線と方針を

提示し、人民を賢明に導くことによって、朝鮮民主主義人民共和

国はこのように大きな発展を遂げた。 

すばらしい社会主義朝鮮を建設した偉大な領袖金日成主席の思

想、理論、方法は実に卓越している。 

朝鮮ではチュチェ思想が工業部門に立派に具現されている。 

一つの実例を挙げて話すことにする。 

昨日の接見の席上で金日成主席は、一部の学者が石炭より石油

の方が経済的だという意見を唱えたとき、わたしは、石油が石炭

より経済的であるかもしれないが、朝鮮にたくさんある石炭をそ

のままうずもらせておいて外国から石油を買い入れたのでは工業

を強固に発展させることができないと言い聞かせた、と話された。 

金日成主席がそうされたので、世界が「オイル・ショック」で

大打撃をこうむっていた時、朝鮮ではなんらの影響も受けること
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なく、工業が引き続き急速な発展を遂げることができた。 

わたしは、まさにこれがチュチェ思想が工業分野に立派に具現

されている実例の一つだと思う。 

今、すべての国が困難に直面している問題は農業問題である。

しかし、朝鮮では農業問題を立派に解決することによって、今年

は800万トン以上の穀物を生産し、近い将来、1000万トンの穀物を

生産することを計画している。 

これは農業問題を主体的に解決していることによる成果である。

朝鮮では、農業の水利化、機械化、化学化が高い水準に達している。 

金日成主席は、自分は常に人民から学んでいると言われた。わ

たしは、主席のこうした高潔な人柄に感銘せざるを得ない。 

実際、主席は、農民の実践活動に独創的な方針を見いだして彼

らに提示し、賢明に導くことによって、農業で大きな成果を収め

ることができた。 

教育分野にもチュチェ思想が立派に具現されているが、全般的

11年制義務教育はその一つの実例である。この国家負担による先

進的な義務教育は、それだけ国の経済的基盤が強固であることを

示すものだ。 

チュチェ思想は文化芸術分野にも立派に具現されている。 

この度の訪朝期間に、金日成主席の配慮によって革命歌劇『金剛
クムガン

山の歌』を観たが、この革命歌劇一つをとっても朝鮮では主体的

な文学・芸術が開花していると言える。 

革命歌劇『金剛山の歌』は、チュチェ思想を具現して楽園を築

いた偉大な領袖金日成主席の指導の賢明さと朝鮮人民の革命的気
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概を、芸術的絵巻としてよく描いている。 

朝鮮の芸術が最高峰の芸術であることは世界が認めている事実

である。 

……… 

朝鮮民族は一つである。一つの民族が分断されているのは不正

常な事態である。アメリカ帝国主義の南朝鮮占領は絶対許すこと

はできない。朝鮮の自主的平和統一の主な障害であるアメリカ帝

国主義侵略軍は南朝鮮から出て行かなければならない。 

偉大な領袖金日成主席は、主体的力量に対する確信に基づき、

国の自主的平和統一のための最も正当で柔軟性ある方針を提示し

た。 

去る８月、アメリカ帝国主義侵略者によって板
パン

門
ムン

店
ジョム

事件が起こ

った時、金日成主席の賢明にしてかつ断固たる措置によってアメ

リカ帝国主義の新たな戦争挑発策動は破綻した。 

朝鮮人民は金日成主席のまわりに政治的、思想的に固く団結し

ており、チュチェ思想を具現して社会主義建設でめざましい成果

を収めることによって、物質的に準備がしっかり出来ており、軍

事的にも強かったので、アメリカ帝国主義の新たな戦争挑発策動

に主動的に対処して、その企図を打ち砕くことができたのである。 

われわれは、偉大な領袖金日成主席が提示した祖国統一の３大

原則と５大方針を支持する。 

われわれは、次のような原則のもとに朝鮮の自主的平和統一を

実現するためのたたかいを繰り広げている。 

第１の原則は、第30回国連総会の決議どおりにアメリカ帝国主
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義侵略軍を南朝鮮から撤退させるためのたたかいを繰り広げるこ

とであり、第２の原則は、朴
パク

正
チョン

熙
ヒ

傀儡一味のファッショ独裁政治

に反対し、南朝鮮社会の民主化を実現するためのたたかいを繰り

広げることであり、第３の原則は、朝鮮の自主的平和統一を支持

する連帯運動を広範に繰り広げることである。 

今、日本の独占資本と反動勢力の南朝鮮への浸透と再侵略策動

に反対し、日本の革新勢力をさらに強化することは重要な問題と

なっている。 

それは、このたたかいがとりもなおさず朝鮮の自主的平和統一

のためのたたかいとなるからである。われわれはそのために積極

的にたたかっている。 

われわれは、朝鮮人民が金日成主席のまわりに一層固く団結し

て、思想、技術、文化の３大革命を力強く繰り広げて社会主義建

設を促進し、主体的力量を強化することによって、祖国の自主的

統一を早めるものと確信している。 

日本の労働者階級と全世界の労働者階級をはじめ革命的人民は、

アメリカ帝国主義を滅亡させるために、より強力なたたかいを繰

り広げなければならない。 

朝鮮の未来のために、世界革命の勝利のために、偉大な領袖

金日成主席の万年長寿を謹んでお祈りする―― 
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94．共に手をたずさえて 

 

1976年11月９日、金日成主席は、朝鮮の自主的平和統一支持日

本委員会代表委員である作家の小田実氏に会い、その朝鮮訪問を

熱烈に歓迎して次のように述べた。 

「わたしは、あなたが日本人として朝鮮人に深い同情心をいだ

き、また親しい友人としてわれわれと運命をともにしようとする

気持で訪朝したことを非常にうれしく思います。こんにち、朝鮮

人民は非常に惨めな運命におかれています。一つの民族が二分さ

れているのです。朝鮮人民は一つの身体が真っ二つにされたよう

な惨めな運命におかれています。朝鮮人民のこのような悲惨な境

遇にたいし、世界の多くの人が同情を示しています。とくに隣邦

の日本人民は深い同情心をいだいていますが、これは理由のない

ことではないと思います。 

わたしは、あなたがたが今年の夏に『韓国問題緊急国際会議』

を招集し、その会議が大きな成果をおさめたことに祝意を表しま

す。われわれはこの会議の成果について、新聞や総聯の活動家を

つうじてよく知ることができました。 

あなたが正しく指摘したように、南朝鮮でくりひろげられてい

る民主化運動は世界の人たちにあまり知られていません。ですか

ら、あなたがたがこの夏に『韓国問題緊急国際会議』を開いたこ

とは、南朝鮮でも民主化運動が展開されているということを全世
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界の人民に知らせた最初の声として、きわめて重要な意義があり

ます。会議参加の範囲は広くないとしても、これは南朝鮮におけ

る民主化運動を全世界に知らせる初の会議として、非常に大きな

意義があったと思います。第２段階として『朝鮮問題討論会』を

開くというあなたの意向ですが、わたしは絶対賛成です。それは

あなたの話した内容が、われわれの主張する北と南の各階層人民

と各政党、大衆団体の代表からなる大民族会議を招集するという

趣旨と同じであるからです。われわれはまだ、大民族会議を開催

していません。そうした状況のもとで、日本で先にそのような会

議が開かれるならば、それは非常に有意義なことになるでしょう。

日本でそのような会議を開催することは日本人民を自覚させるば

かりか、南朝鮮における民主化闘争を助け、共和国北半部の人民

のあいだで南朝鮮人民への同情心を強めるのに大きな力となるで

しょう。またそれは、世界の人民、とくに第三世界諸国人民のあ

いだで、朝鮮は必ず平和的に統一されるべきだという声を高める

ためにも大いに役立つことでしょう。われわれはあなたがたの活

動を、援助できるところまで各方面にわたって援助するでしょう。 

わたしの考えでは、『朝鮮問題討論会』は日本人が主催するの

が正当だと思います。この会議には『韓民統』『在日韓国青年同

盟』と海外在住の各界民主人士、日本の民主人士を参加させると

ともに、南朝鮮の民主共和党をはじめ各党派を招くのも悪くない

でしょう。南朝鮮の民主共和党や新民党など各党派が参加しても

よいし、労働者、農民、学生、小市民など各階層の代表が参加し

てもよいでしょう。もちろん、こうすれば、そのなかにテロ分子
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がまぎれこまないともかぎりません。しかし朝鮮のことわざにあ

るように、ウジをこわがってはみそがしこめぬ、というものです。

その会議にはできるかぎり多くの人を参加させるべきだと思いま

す。 

南北朝鮮の各政党、大衆団体の代表を招くのも悪くないと思い

ます。招かれてどの程度参加するかはわかりませんが、われわれ

はあなたの活動してみるという意向を熱烈に歓迎し、それに積極

的に助力する用意があります。 

もちろん、その会議に政府代表団は行けないはずです。南朝鮮

でも『政府』代表としては行かないでしょうし、われわれとして

もやはり政府代表としては行けません。共和国政府代表団はその

会議に参加しようとしても、日本政府が許さないでしょう。しか

し、政府代表団の性格をおびない南北朝鮮の民間代表が参加する

ことは可能だと思います。 

日本人民の助力によって南北朝鮮の各政党、大衆団体の代表が

一堂に会するなら、なんとすばらしいことでしょうか。それは今

後、大民族会議の基礎づくりに役立つばかりか、ひいては朝鮮の

平和的統一の実現にも助けとなるでしょう。このような見地から

して、南北朝鮮人民がたとえ第三国ででも会うのは悪くないし、

それは非常にすばらしいことだと考えます。それゆえ、あなたが

たがこの活動で成果をおさめるならば、われわれは非常に満足に

思うでしょう。 

第三世界諸国代表の会議参加問題についていうならば、われわ

れの活動が可能な範囲ではすべて参加させるよう活動することが
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できます。会議の日時をあまり早めないようにし、準備を綿密に

したうえで開催するのがよいと思います。 

具体的な問題は今後、われわれの関係部門の活動家と連携を保

ちながら、協議することができるでしょう」 

金日成主席の話に感激した小田実氏は、少しばかりお伺いした

いことがあると言った。 

主席は氏の質問に快く応じた。 

「あなたからいろいろと質問がありましたが、それについて簡

単に話しましょう。 

……… 

わたしは、日本で開催される『朝鮮問題討論会』が朝鮮の統一

を願う人たちの会議になることを望みます。会議には、朝鮮の統

一を願う人であれば、誰でも参加させるべきです。このような会

議は、日本人民がわれわれを支援してくれるうえで大きな意義を

もつことになるでしょう。 

日本の多くの友人や人士に会うたびに話していることですが、

日本にもっとも近い隣邦である朝鮮が平和的に統一されれば、日

本人民にとっても有益なはずです。わたしは、日本人民がわが国

の統一に協力してくれるよう望みます。 

……… 

つぎに、朝日両国間の関係について話しましょう。 

わたしは、朝日両国間の関係についてのあなたの主張に全幅的

に賛同します。あなたは、日本政府が『二つの朝鮮』をつくりだ

さず、『クロス承認』も認めないことを前提として、朝鮮民主主
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義人民共和国を承認させる運動をくりひろげると言いましたが、

それはりっぱな考えです。この問題は朝鮮の平和的統一問題と結

びつけることなしには解決できないことだと考えます。 

わたしは、日本人民と朝鮮人民の闘争は運命をともにしている

というあなたの見解にも、まったく同感です。アジアの平和を維

持するためには、朝日両国人民間の友好を強化することがきわめ

て重要です。日本政府がわが国を承認するかいなかが重要なので

はなく、日本人民がわれわれを支持し承認することが重要なので

す。…… したがって、朝日両国人民間の友好・団結を強化する

ために努力することが重要だと考えます。われわれは今後とも、

日本人民のたたかいを各方面にわたって積極的に支持するでしょ

う。 

朝日両国間の民間クラスの交流を拡大しようというあなたの意

見ですが、文化交流をはじめ各分野の交流を活発にするのは結構

なことです。文化交流をしようというあなたの意見は非常にりっ

ぱなものです。 

あなたが指摘したように、まだわが国の対外宣伝活動には多く

の欠陥があります。わが国を訪れる多くの外国人が現実を見ては、

われわれの対外宣伝は現実を100分の１も紹介していないといっ

ています。 

われわれが対外宣伝活動を活発にできないところには、少々事

情があります。われわれにはまだ、外国語の所有者が多くありま

せん。いまはやっと通訳する人を養成した程度で、対外活動を広

範に進められる力量はもっていません。 
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わが国の対外宣伝方法を改善する必要があるというあなたの意

見ですが、わたしはその意見にも同感です。今後、対外宣伝活動

についてのあなたの意見を受け入れるようにします。 

あなたが要請した朝鮮劇映画『崔家の人びと』を贈ることにし

ましょう。 

劇映画『崔家の人びと』は、わが国であった事実をそのまま描

いたものです。これは先の祖国解放戦争の一時的後退のときにあ

ったことです。映画に出てくる牧師は、もともと共和国の政策を

支持しませんでした。かれはアメリカに大きな幻想をいだいてい

ました。かれは後退の時期、アメリカ軍が自分の村に進駐してき

たとき、星条旗を手にして歓迎に出かけました。ところが、アメ

リカ兵は自動車からおりるやいなやカービン銃で住民のニワトリ

を撃ち、財貨を手当たりしだいに略奪しました。これを目撃した

牧師のアメリカ崇拝感にはひびがはいりました。その後、アメリ

カ兵は牧師の娘を陵辱し殺害しました。こうして、その牧師はア

メリカにたいする幻想を完全にすてるようになりました。これは

実際にあったことです。 

劇映画『崔家の人びと』は、作家がアメリカ人を非難するため

に事件をつくりあげたフィクションではなく、事実をそのまま描

きだしたものです。人民にこのような映画を見せることが必要で

す。 

実際のところ、わが国の一部の人に残っていたアメリカにたい

する幻想は、アメリカ人自身の非行のため、おのずとなくなりま

した。アメリカ人は、共産主義者が教会を全部うちこわして宗教
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を抹殺したといっていますが、共産主義者が教会をうちこわした

事実はありません。教会もアメリカ人が爆撃して破壊してしまい

ました。アメリカ人は、キリスト教の信者であるかないかにかか

わりなく虐殺しました。かつては共和国北半部にアメリカを崇拝

する人が少なくありませんでしたが、かれらは戦争のときアメリ

カ人の蛮行を目撃して目覚めました。あなたはさきほど、朴
パク

正
チョン

熙
ヒ

の人権じゅうりん行為があなたとわれわれとを連帯させる結果を

もたらしたといいましたが、それと同じように、アメリカ人自身

が朝鮮人民に崇米思想を一掃する教育をしたことになります。現

在、南朝鮮の人たちにはアメリカにたいする幻想がありますが、

北朝鮮の人たちにはそれがありません。 

わが国に在留している日本の『赤軍派』の学生に会ってみたい

というあなたの要請は、関係機関をつうじて伝え、かれらが応ず

れば会えるようにしましょう。 

あなたの要請をすべて受け入れましょう。わが国の統一のため

に大いに活躍しているあなたのことなのですから、拒むべきこと

はなにもありません。関係部門の活動家と協議して、あなたから

提起された問題がすべて実現するようにはからいましょう」 

小田実氏は大きな感動を覚えた。 

要請をすべて受け入れる、提起された問題がすべて実現するよ

うはからうと答えた主席の回答には、朝鮮と運命を共にしようと

する進歩的人士の意思を尊重する主席の信頼の念がこもっていた。 
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95．自主統一の妨害に歯止めを 

 

1976年11月13日、金日成主席は創価大学教授の城戸又一氏と談

話を交わし、次のように述べた。 

 

「わたしはいま現地指導のため当地に来ています。平壌で会う

べきでしたが、遠く地方にまでご足労をわずらわせて申しわけあ

りません。 

わたしはいま当地で水産部門事業の指導にあたっています。こ

の地方の近海には魚類が非常に豊富です。ここからほど遠くない

ところに大きな漁港がありますが、それは湾をなしているうえに

前方に島があるので、利用するのにたいへん有利です。この漁場

は寒流と暖流の合流点なので、魚がたくさん集まってきます。い

まハタハタを大量に漁獲していますが、うつわでじかにすくいあ

げられるほど集まってくるそうです。 

1956年に先生がわが国を訪問されたときは、わが国が大きな困

難に直面していた時期でした。当時われわれには食べるものも着

るものも不足していたし、セメントや鋼材も足りず、すべてが欠

乏していました。 

われわれは1956年12月に党中央委員会総会を開き、社会主義建

設で革命的大高揚を起こすという決定を採択しました。総会決定

を貫徹する闘争の過程でチョンリマ（千里馬）運動が起こりまし
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た。そのときから、わが国では社会主義建設が速いテンポで進捗

しました。 

……… 

朝鮮の統一に反対しているのは、南朝鮮のかいらい一味と日本

の一部の反動層、それにアメリカの好戦分子たちです。アメリカ

帝国主義者と日本反動層の妨害策動と、南朝鮮のかいらい政権に

たいするかれらの支援さえなければ、朝鮮の統一問題は容易に解

決されるでしょう。 

南朝鮮の『政権』は、アメリカと日本の助けがなければ維持さ

れません。 

わたしは昨年、日本の自由民主党の有志議員団がわが国を訪問

したさい、かれらに、南朝鮮の『政権』はたとえていうなら、む

かし朝鮮人が頭にのせていた冠のようなものだ、冠は２本の紐で

支えられるものである、ところで朴
パク

正
チョン

熙
ヒ

『政権』という冠の一方

の紐の役割をしているのはアメリカ帝国主義者であり、もう一方

の紐の役割をしているのは日本の反動層である、あなたがたがア

メリカの紐は切れないとしても日本の紐だけでも切ってくれれば、

朝鮮人自身の力で祖国を平和的に統一することができる、といい

ました。そのとき一人の若い人が、自分たちが朴正熙『政権』を

維持している日本の紐を切ってみせるといいました。すると他の

一人が、いまの状況では冠の紐を切ることはむずかしいが、なん

とかがんばれば、それをゆるめることはできるといいました。そ

れでわたしは、そうするだけでも結構だといいました。 

アメリカ帝国主義者と日本の反動層が朝鮮の統一に反対し、南
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朝鮮のかいらい一味を援助している状況のもとで、日本人民は、

日本の反動層が朝鮮の自主的平和統一を妨げることができないよ

う、積極的にたたかうべきだと思います。またアメリカの多くの

進歩的人士は、カーター政権が南朝鮮『政権』を支援しないよう

にさせ、南朝鮮からアメリカ軍を撤退させ、朝鮮の内政に干渉し

ないようにさせることが重要だと考えます。そうして、朝鮮人同

士で祖国を統一しうる条件をつくるべきです」 
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96．よい季節にまたおいでください 

 

1976年12月21日、金日成主席は朝鮮を訪問した日本教職員組合

代表団を引見した。 

主席は代表団の訪朝を歓迎し、滞在中生活に不便はなかったか

と尋ねた。そして、その間手厚いもてなしを受け楽しい日々を送

ったという彼らの言葉に、わが国では工場と住宅の建設に追われ、

便益サービス施設が十分にととのっていない、だから不便な思い

をされただろうが、理解してほしい、と前置きして本題に入った。 

主席は祖国統一問題について次のように語った。 

「朝鮮と日本は一衣帯水の隣国です。われわれは日本人民との

親善をたっとんでいます。あなたがたは朝鮮人民に犯した日本帝

国主義者の罪業を思うと合わせる顔がないと言われましたが、帝

国主義者と人民は違います。朝鮮人民は日本人民との親善のため

に努力を続けるでしょう。 

……… 

祖国を統一するうえで重要なことは、南朝鮮人民が強くたたか

ってアメリカ帝国主義者を南朝鮮から駆逐し、朴
パク

正
チョン

熙
ヒ

『政権』を

覆すことです。朴正熙『政権』はアメリカ帝国主義と日本の反動

層に隷属しています。 

朴正熙『政権』はたとえていえば、昔、朝鮮人が頭にのせてい

た冠のようなものです。冠は２本の紐で支えられるもので、頭に
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のせて紐を結ばないと吹き飛ばされます。朴正熙『政権』という

冠の一方の紐の役はアメリカ帝国主義者が果たし、もう一方の紐

の役は日本の反動層が果たしています。だから朴正熙『政権』は、

アメリカ帝国主義者の紐が切れても支えられず、日本の反動層の

紐が切れても支えられません。この話は昨年、訪朝した自由民主

党有志議員団との会見の席上でもしました。そのとき、一人の若

い人が立ち上がり、自分たちが片方の日本の紐を切ると言いまし

た。すると、いま一人が、現状では冠の紐を切ることはむずかし

いが、何とかがんばれば、それを緩めることはできると言いまし

た。そうするだけでも、朴正熙『政権』はぐらつき、最後には崩

れるほかありません」 

談話が終わり、別れを惜しむ一同に主席はこう言った。 

「あなたがたの訪朝日程は短すぎたようですが、よい季節にま

たおいでください。朝鮮の気候は春と秋が良好です。あなたがた

は私の誕生日に際して訪朝したいと言われましたが、そうせずに、

５～６月か９～11月においでになるのがよいと思います。７～８

月は暑すぎ、12月は寒すぎます。わたしの健康を願って贈り物を

してくださったあなたがたに感謝します」 
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97. 現地指導の疲れもとらずに 

 

1977年１月27日、金日成主席は、自民党衆院議員・日朝友好促

進議員連盟会長の久野忠治氏に会い、なごやかな雰囲気の中で語

らった。 

 

「寒さがきびしい折、お変わりありませんでしたか。東京の気

候はいかがですか。東京が寒いのは寒冷前線の影響によるものと

思います。寒冷前線のため世界中が寒さに見舞われています。わ

が国の場合も昨年より気温が３～４度も低く、寒さがきびしくな

っています。 

訪朝されたあなたとすぐお会いすべきでしたが、地方に出てい

たため少々遅くなりました。きょうの朝、地方から帰ってきたば

かりです。 

わが国を再び訪問された久野忠治先生を熱烈に歓迎します。 

あなたが1972年の訪朝後に朝日両国人民の友好のために尽力さ

れた結果、朝日関係はかなり改善されました。われわれは、両国

の関係がこの程度に改善されただけでも好ましいと考えています。

あなたが再びわが国を訪れたことは、朝日両国の関係発展にとっ

て大きな寄与となります。わたしはこのことについて、あなたに

感謝します。 

朝日両国の関係問題について質問されましたが、これはいろい
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ろな国際的要因のためすみやかな改善がなされていません。しか

し、現在このように往来できるようになっただけでも、以前より

はましだと思います。われわれはこれについて何の異存もありま

せん。 

朝日関係は、わが国が平和的に統一されるまでは、これ以上改

善の見こみがないだろうと考えます。朝鮮が統一されるまでは、

日本の現政府としても朝日関係をこれ以上前進させることはでき

ないのではないかと思います。 

……… 

朝日関係もやはり、日本当局者が『二つの朝鮮』政策を実施す

る状況のもとでは、いつになっても改善されません。 

今日本の多くの平和愛好人士が、わが国が『二つの朝鮮』に分

裂せずに一つの朝鮮に統一されるよう支援を寄せていますが、こ

れは非常に好ましいことだと思います。今後とも引き続きそうし

た立場で朝鮮の統一偉業に支援を寄せてくださるよう期待するも

のです。 

アメリカとの関係にしても、アメリカが対朝鮮政策においてわ

が国を『二つの朝鮮』に分裂させようという原則から出発するな

らば、いつになっても問題は解決されません。 

……… 

帰国されましたら、今後とも日朝友好促進議員連盟の会長とし

て、朝日両国人民の友好・団結のためにより多くの仕事をしてく

ださるよう期待するものです。 

わたしは、久野忠治先生とご家族の健康を祈ります。それ以上
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年をめされないうちに、家族づれであたたかい季節にもう一度お

こしください。そのときには金剛
クムガン

山にも行ってみてください。 

このたびはわたしが多忙をきわめたため、帰国されるまぎわに

お会いすることになりましたが、つぎにこられるときにはもっと

語りあう機会があるだろうと思います。 

帰国されましたら韓
ハン

徳
ドク

銖
ス

議長にわたしの挨拶をお伝えください。

そして、日本人民と宇都宮徳馬先生、日本にいるわたしの親友た

ちに挨拶を伝えてくださるようお願いします」 
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98．久野忠治氏が見た朝鮮 

 

1977年３月９日の『労働新聞』５面に、日朝友好促進議員連盟

会長の久野忠治氏の印象記が掲載された。 

その内容は次のとおりである。 

 

――１月27日、私は尊敬する金日成主席の接見を受けた。主席

の接見を受けたのは、1972年１月についで２度目である。 

金日成主席は、遠からず65歳の誕生日を迎えるとはとても信じ

られないほど若々しかった。それにとても情熱的で、おおらかな

方であった。 

「久野先生、よくいらっしゃいました」と、主席は私の手を取

り、あたたかく迎え入れてくださった。私は感きわまり、こみ上

げるものを抑えることができなかった。 

主席のお言葉を聞きながら、私はずっと感動にひたっていた。 

朝鮮の統一問題を論ずる時の主席の目は光り、情熱的な主席の

言葉は勝利の確信に満ちていた。 

主席のお言葉を聞きながら私は、外国の軍隊であるアメリカ軍

は南朝鮮から直ちに撤退しなければならず、朝鮮問題は朝鮮人自

身の手で解決されるべきである、世界で原爆の被害をうけた唯一

の国であり朝鮮の隣にある日本は、この国の統一を妨げてはなら

ず、南朝鮮のアメリカ軍と核兵器の撤収を支持すべきであると思
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った。 

会見が終わり、私を見送ってくださる時、主席は、次に来ると

きは夫人と孫たちも一緒にお越しくださいと言われた。私は胸が

熱くなった。 

強烈な印象を受けた主席のそのときの慈愛に満ちた姿が今も忘

れられない。 

私は、諸政党・大衆団体連席会議が提起した祖国の統一を早め

るための４項目の方案を読んだ。日本人としては多分私が一番最

初にこの方案を読んだと思う。 

朝鮮の分断は人道的立場からしても絶対に黙過できない。民族

の分断は人間社会における最大の悲劇である。分断によって朝鮮

民族がなめている苦痛がどれほど大きいかは、当事者以外には誰

も理解できないだろう。 

私は、連席会議が提起した４項目の方案を一人でも多くの日本

人に早く知らせ、みながこの方案を支持するようにしなければと

考え、案内者に頼んで日本語に訳していただき、日本に持ち帰っ

た。 

私は羽田空港に到着すると、その場で４項目の方案を記者たち

と関係者に配付した。 

私は朝鮮の各地を見て歩いたが、５年前とは見違えるほど変わ

っていた。 

1972年には、平壌で新しく建設された 千
チョン

里
リ

馬
マ

通りを見たが、今

度見ると、大規模な琵琶
ピ パ

通り、楽
ラク

園
ウォン

通りなどが建設されており、

街路の両側には高層文化住宅が立ち並んでいた。 
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文化住宅は広々とした３～４ＤＫで、テレビ、冷蔵庫などが備

わっていた。とくに感動したのは、どの住宅もすべてオンドル部

屋になっており、老人たちが暖かい部屋で余生を送れるようにな

っていることだった。 

これは、人民の生活につねに気を配っている主席の大きな配慮

のおかげである。 

住宅の使用料と電気及び暖房代はただ同然であり、しかも家族

数に見合った部屋数の住宅があてがわれるという。こんなすばら

しい施策がどの国に見られようか。 

私はこれまで世界の多くの国を訪れているが、社会主義国であ

れ資本主義国であれ、共和国のようにすぐれた住宅施策が実施さ

れている国は見たことがない。 

日本も朝鮮とは制度が異なるが、住宅の施策の面で学ぶべき点

が多いと思った。 

平壌市内には５年前にはなかった大きな体育館や人民文化宮殿、

万
マン

寿
ス

台
デ

芸術劇場など、いろんな文化施設や経済施設が立ち並び、

「千里馬の国」の偉容を誇っている。 

平壌地下鉄は驚きそのものだった。 

どの駅のプラットホームも広々としており、床や壁、柱には朝

鮮の有名な大理石が張られている。壁には見事な壁画が施されて

おり、宮殿のような印象をうけた。 

私は共和国側の特別の配慮により、大型ヘリで板
パン

門
ムン

店
ジョム

に向かった。 

雲一つない晴れわたった空から見下ろすと、大
テ

同
ドン

江畔の工業団

地で大規模な建設が進められていた。 
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農村では大規模な土地改良工事が進められており、畑地灌漑も

見事に実現している。農民はレンガ造りの文化住宅に住んでいる。 

朝鮮の発展ぶりを空から見下ろすことは、外国人の誰もができ

ることではないだろう。これは尊敬する主席のあたたかい配慮に

よるものである。 

「板門店事件」が発生していくらもたっていない時であり、そ

んな意味でも板門店は私の強い関心を引いていた。 

主席が話されたように、問題の木は共同警備区域内にあった。

アメリカ軍が監視の邪魔になるとして木を切ろうとしたのは怪し

からぬ行為であり、その底意は「北の脅威」を煽るための政治的

目的にあったと直観した。 

「北の脅威」というものはない。 

板門店からさほど遠くないところに開
ケ

城
ソン

市がある。私は開城で

食事をしたが、以前とは異なり、高層ビルやホテルなどの建物が

立ち並んでいた。本当に「南侵」の意図があるなら、一体こんな

所に大都市を建設するだろうか。 

それに、軍事境界線の南北にそれぞれ幅２キロメートルの非武

装地帯が走っているのだが、北側には田畑が整然と広がっている

反面、南側には雑草がはびこっていた。これを見ても、「北の脅

威」というものは虚偽にすぎないことが確信できるのである。 

共和国訪問期間、いろいろと配慮をいただき、歓待をめぐらし

てくださった金日成主席に心から感謝し、主席の万年長寿を祈っ

てやまない。 

私は、日朝両国間の懸案を早急に解決して、日朝友好関係をい
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っそう前進させ、朝鮮の自主的平和統一を一日も早く実現するた

めに努力を惜しまないつもりである―― 
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99. 日本政府に望むこと 

 

1977年4月23日、金日成主席は、読売新聞社常務取締役兼編集局

長の為郷恒淳氏一行と会見し、その質問に答えた。以下はその一

部である。 

 

「つぎに、アメリカ、中国および日本における最近の指導者の

交替が、朝鮮とこれらの国との関係にいかなる変化をもたらすだ

ろうかという質問ですが、それについて話しましょう。 

アメリカのカーター政権についてはさきほど述べたので、これ

以上ふれないことにします。 

中国では華国鋒同志が党主席になりましたが、中国はわが国の

隣邦で兄弟国であり、朝鮮人民と中国人民は長年の戦友であるの

で、朝中両国の関係はきわめて好ましい状態にあると言えます。 

日本の福田内閣についてはまだ知るところが多くありません。

したがって、福田内閣についてはもう少し様子をみなければわか

りません。 

朝日両国の関係は、日本の現政府が自主的な道を歩むか、さも

なければアメリカの政策に追随するかという問題と大きく関連し

ています。したがってわが国とアメリカの関係が改善されないか

ぎり、朝日両国の関係においても大きな前進はみられないだろう

と思います。 
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従来の日本政府はアメリカ追随政策を実施し、アメリカのいい

なりになってきました。もし日本の新政府が自主性を堅持して進

むならば、わが国に対する政策に新たな変化があるかもしれませ

んが、新政府もやはり南朝鮮の反動支配層と深いゆ着関係にある

ので、わが国との関係において、これといった前進がもたらされ

るとは期待しがたいでしょう。わが国が統一されるまでは、日本

政府がこれ以上わが国との関係を発展させるのはむずかしいだろ

うと思います。 

日本政府がわが国との関係で大きな変化をみせることはないで

しょうが、アメリカが朝鮮に対する旅行制限措置の取り消しを発

表した状況のもとで、日本政府もそれにならって、わが国との人

士往来や文化交流程度はもう少し拡大しようとするのではないか

と思われます。両国間で人士往来を自由にするのも悪くありませ

ん。われわれは日本の現政府にそれ以上のことは期待していませ

ん。 

両国間の人士往来が活発になれば、日本人民は朝鮮人民に対す

る理解を深めるでしょうし、朝鮮人民も日本人民に対する理解を

深めるようになるでしょう。このように両国人民が深く理解し合

うのは非常に好ましいことだと思います。 

われわれは日本政府に、われわれとのみ関係を結び、南朝鮮当

局者とは関係を断絶せよというような無理な要求をしようとは考

えていません。われわれにはそうしたことを要求する必要もなけ

れば、またそのように要求したからといって実現するものでもあ

りません。わが国の統一が実現していない現状においてそういう
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ことを要求するなら、日本政府としても立場が苦しくなるでしょ

う。それゆえわれわれは、朝日両国の関係問題と関連して日本政

府に大きな期待をかけてはいません。 

われわれが日本政府に望むことは、わが国の統一を妨げるよう

なことはつつしんでもらいたいということです。日本政府が朝鮮

の統一を妨げない政策を実施するだけでも、一歩前進になると思

います。日本政府が朝鮮の統一を妨げない政策を実施するという

のは、南朝鮮反動層のように米軍の南朝鮮永久駐屯を要求せず、

南朝鮮における人権弾圧策動を擁護する行動をさしひかえ、また

南朝鮮反動支配層の私腹を肥やすようなことをしないということ

です。こうすることは朝鮮の統一に大きな助けとなるでしょう。 

日本政府がこうするだけでも、わが国に対して好意的であると

言えます。われわれは日本政府にこの程度の低い要求を提起しま

す。 

つぎに、朝日両国の貿易関係発展のための連絡事務所の設置と

漁業協定締結の可能性について質問されましたが、それは可能で

あると考えます。 

しかし、日本政府が同意するかが問題です。日本政府はアメリ

カの圧力を恐れているので、その圧力をはねのけることができる

かということが問題です。日本政府が同意するならば、われわれ

はそれに反対しないでしょう。問題は日本政府の出方にかかって

います。 

朝日間の漁業協定締結問題については、日本政府が反対しない

ならばわれわれも反対しないという立場を、われわれはすでに一
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再ならず明らかにしています。日本社会党代表団が訪朝したとき

にも、また日朝友好親善漁業代表団が訪朝したときにもそういう

趣旨を表明しました。この問題もやはり日本政府の出方にかかっ

ています。 

最後に、読売新聞社がわが国との幅広い文化交流を希望してい

ることについてどう考えるかという質問でしたが、それは非常に

好ましいことだと思います。 

朝日間の文化交流の拡大は両国人民の利益に完全に合致します。 

読売新聞社が、日本人民の朝鮮に対する認識と理解を深めるた

め、こうした事業を発起したのは非常に立派なことです。わたし

は、これについてあなたがたに謝意を表します。 

朝日間の文化交流を発展させるのは、日本人民のためにも、朝

鮮人民のためにも有益なことであり、また朝鮮の統一のためにも

有益なことです。それゆえ、われわれはあなたがたの発起を全面

的に支持し、それに積極的に応じるでしょう。 

これと関連した具体的な問題については、今後わが国の関係者

と協議してください。 

わたしは今日、あなたがたとお会いして、いろいろな問題につ

いて話し合えたことを非常にうれしく思います」 
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100．一日本人船員の声 

 

1977年５月、『労働新聞』に日本の船舶「こうわ丸」船長の次

のような印象記が掲載された。 

 

――人類の英才であり理論の天才であり指導の天才である偉大な

領袖金日成主席の生誕65周年に際してこの文章を書くことを最大

の光栄に思います。 

わたしは地位の低い平凡な船員です。 

なんらの理論的基礎も持ち合わせず、政治的識見も高くないわ

たしが、世界の傑出した革命家であり世界革命の卓越した領袖で

ある金日成主席が導く朝鮮について書くというのは出すぎたこと

だと存じますが、わたしは、２年半の間、朝鮮へ航行しながら多

くのことを見て考え、とりわけ偉大な主席の不朽の著作を耽読す

る過程で、このことについて必ず書かなければならないという強

い衝動にかられ、この文章を書く次第です。 

 

朝鮮は人民の楽園 

 

今日、朝鮮は、世界の進歩的人民が心から仰ぎ見、うらやまし

がる「社会主義の模範」として広く知られています。 

世界の進歩的人民は、朝鮮といえば、まず偉大な領袖である
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金日成主席について語っています。 

それは、金日成主席を抜きにしては朝鮮について考えることは

できず、金日成主席がおられるがゆえに朝鮮があり、朝鮮人民の

尊厳と幸福があるからです。 

それゆえ、朝鮮は金日成主席の朝鮮です。 

カラフルな服を身に着け、列をなして進む児童・生徒の雄々し

い姿、外国人に会うたびに送る彼らの親しみのこもった挨拶、職

場や田野で思う存分働く労働者と農民の姿、こういったことは資

本主義社会では見られないことです。 

朝鮮人民と世界の進歩的人民は金日成主席を「人類の太陽」

「偉大な領袖」「革命と建設の天才」「20世紀の英雄」として仰

ぎ見ています。 

朝鮮は平凡な人たちの「天国」であり楽園です。 

朝鮮では誰もが一文の金もかけずに無料で学んでおり、病気に

かかっても誰もが一文の金も払わずに無料で治療を受けており、

すべての人に職があてがわれています。 

朝鮮にはただ一人の未就学児童もおらず、浮浪者や失業者も見

当たりません。 

わたしは朝鮮の託児所や幼稚園、学校を参観して、実に深い感

動を覚えました。 

保母や教員は、朝鮮では子を産めば、大きくなって職に就くま

で国が育ててくれると言っています。 

わたしは、家庭婦人が子供たちを日・週・月間託児所や幼稚園

に預け、なんの心配もせずに働いているのを見て本当に驚きまし
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た。 

朝鮮人民は誰もが、自分の個人的な生活問題について頭を使う

のではなく、どうすればこのような幸せをもたらしてくれた偉大な

金日成主席のために、そして国のために、集団のためにもっと多

くの仕事をすることができるかを考えるのに頭を使っています。 

実に、偉大な領袖である金日成主席は人民のための政治家であ

り、国の富強・発展と人民の幸せな生活のために一生を捧げてい

る人民の領袖であり、近しい慈父です。 

朝鮮は、貧富の差がなく、ぜいたくを知らず、すべての人民が

思う存分働き、生活する人民の「天国」であり楽園です。 

 

チュチェ思想は朝鮮を世界で 

もっとも尊厳ある国にした 

 

思想と理論の天才である偉大な領袖金日成主席は不滅のチュチ

ェ思想を創始することによって、世界の革命的人民に自由と幸福

と独立への道を明示する革命と建設の指導思想をもたらしてくれ

ました。 

偉大な領袖金日成主席は次のように述べています。 

「チュチェ思想とは一言で言って、革命と建設の主人は人民大

衆であり、革命と建設を推し進める力も人民大衆にあるという思

想です。言いかえれば、自分の運命の主人は自分自身であり、自

分の運命を切り開く力も自分自身にあるという思想です」 

チュチェ思想は人間を基本として創始された思想であり、人間
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をもっとも貴び、人間がすべてのことを解決するという思想です。 

偉大な主席は、チュチェ思想は政治における自主、経済におけ

る自立、国防における自衛の路線に具現されていると教えています。 

百戦百勝の鋼鉄の総帥である偉大な主席は、まさにこのチュチ

ェ思想に基づいて革命路線を提示し、戦略戦術を作成して、一代

に二つの帝国主義を打ち破り、祖国を解放し、今も帝国主義の頭

目であるアメリカ帝国主義に立ち向かって厳として祖国を守りぬ

き、朝鮮人民の革命的立場を固守しています。 

立ち後れた植民地農業国であり、それさえもアメリカ帝国主義

者が挑発した戦争によって無残に破壊され、廃墟と化した朝鮮が、

自力更生して14年というきわめて短期間に社会主義工業国に発展

したことは、実に世人を驚嘆させる奇跡と言うほかありません。 

ある程度の経済的基礎があった資本主義諸国でも工業化を成し

遂げるのに数百年かかったことを考え合わせると、朝鮮人民が収

めた成果は人類の奇跡であり、偉大な主席が創始した不滅のチュ

チェ思想の生命力がいかに巨大で、主席の指導がいかに偉大であ

るかを雄弁に物語っています。 

今日、世界は主席が創始したチュチェ思想が指し示す道を進ん

でいます。 

新興独立諸国はもとより世界の多くの発達した国々も自主の道

を進んでいる趨勢は、不滅のチュチェ思想が世界革命の動かしが

たい指導思想となっていることを示しています。 

今日、金日成主義に学ぶことは押しとどめることのできない時

代の流れとなっています。 
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……… 

実に、金日成主席は朝鮮人民の偉大な領袖であるだけでなく、

20世紀が生んだ世界革命の偉大な領袖です。 

偉大な指導者を戴いている世界の革命的人民は本当に幸せです。 

朝鮮はチュチェ思想の祖国であり、世界革命の心臓であり頭脳

です。 

 

朝鮮は必ず統一されるであろう 

 

偉大な領袖金日成主席は次のように述べています。 

「分断された祖国を一日も早く統一するのは全朝鮮人民の最大

の民族的宿願であり、これは年が変わり、歳月が流れるほど一層

切実な要求となっています」 

悠久の文化伝統と輝かしい革命伝統を有し、同じ血筋を引いた

朝鮮人民が、帝国主義者の横暴な占領と干渉によって30年以上も

別れて暮らすというのは耐えがたいことであり、容認できないこ

とです。 

偉大な主席が闡明した祖国統一の３大原則と５大方針は朝鮮人

民の心をとらえており、一致した支持を受けています。 

わたしは、共和国北半部の人民が国を自主的かつ平和的に統一

するために、どんなに忍耐強く努力しているかをよく知っていま

す。 

これは、最近平壌で開かれた諸政党・社会団体連席会議で採択

された祖国統一のための新たな救国方案にも如実に現れています。 



 

 141 

朝鮮人民は統一問題において自主性の原則を貫いており、いか

なる外部勢力の干渉も許していません。 

これは、朝鮮人民がいかに自主的に、かつ厳として行動してい

るかを示しています。 

しかし、南朝鮮当局者は完全に事大主義・売国の道にはまり込

んで国をそっくり外国に売り渡し、統一ではなく分裂を鼓吹して

おり、戦争挑発騒ぎに明け暮れています。 

南朝鮮当局者が朝鮮の統一に反対し、「二つの朝鮮」策動と永

久執権のためにいかに狂奔しているかは、最近暴露された南朝鮮

の独裁者たちのアメリカの政界と国会議員に対する大規模な賄賂

事件がよく示しています。 

今、南朝鮮では毎日のようにきな臭い戦争挑発騒ぎが繰り広げ

られていますが、北半部では全人民が平和的労働に全力を集中し

ています。 

朝鮮の自主的平和統一を早めるうえで、朝鮮の諸政党・社会団

体連席会議で採択された祖国統一のための新たな救国方案は画期

的な意義を持ちます。 

わたしたちは、南北朝鮮の全人民が遠からず偉大な金日成主席

を統一の広場に高く戴くものと確信しています。 

わたしたちは微力ながら、朝鮮の自主的平和統一のためにわれ

われができる連帯運動を引き続き強化するつもりです。 

わたしは、人類の太陽であり、革命と建設の天才である偉大な

領袖金日成主席の万年長寿を謹んでお祈りいたします―― 
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101. 朝鮮は世界の未来 

 

1977年６月９日、日本の船舶「第二東海丸」の船長藤井光夫氏

の朝鮮印象記が労働新聞社編集局宛てに送られてきた。 

その内容は次のとおりである。 

 

――平凡な船員である私が文章を書けばどれだけ書けるでしょ

うか。しかし、朝鮮を見て、私が見た朝鮮について必ず書かなけ

ればならないという衝動に駆られました。 

人類が太陽として、世界革命の卓抜な指導者として敬慕する

偉大な金日成主席が導く朝鮮について、私が完全に理解するには

まだまだ多くの時間がかかることでしょう。 

朝鮮についての理解が浅く、見て感じたことをそのまま書き記

したので、この文章には未熟な点が多いだろうと思います。 

 

平壌と信川を参観して 

 

朝鮮のどこへ行っても強い印象を受けますが、革命の揺らんの

地であり、世界の進歩的人民の心の故郷として広く知れわたった

万
マン

景
ギョン

台
デ

を訪問した時の印象は余りにも大きく、私の記憶から消え

ることはないでしょう。 

私が万景台で受けたもっとも大きな印象は、「偉大な領袖」「民
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族の太陽」「慈父」として限りなく尊敬し敬慕し、代を継いで忠

誠を尽くそうとする朝鮮人民の主席に対する炎のような思いです。 

万景台は四季を通じて、朝鮮の各地から訪れる老若男女と世界

各国から訪問する数多くの人たちでいつも人垣をなしています。

万景台は朝鮮人民と世界の革命的人民の心の故郷として、彼らの

心の中にしっかりと根づいています。 

私たちは、革命の揺らんの地に根をおろし、芽生え育った革命

の火種が、全世界に燎原の火のように燃え広がるだろうと確信し

ました。 

私たちは、平壌が短期間に世界に誇る近代的な都市に変わって

いるのを見てびっくりしました。 

私は平壌に雨後のタケノコのように林立する高層ビルを見て、

主席の天才的で卓抜な指導と、主席のまわりに一致団結して社会

主義を建設している朝鮮人民の尽きない力を思い知りました。 

私たちは、平壌の街が、人間を中心にしてすべての国事を行う

主席のチュチェ思想が花咲いたものであることを知ることができ

ました。 

街のいたるところに設けられた公園や学校、病院、託児所、幼

稚園、多層アパートの一階を占める商店や便益サービス施設など、

平壌の様相は日本の街とはまったく異なります。 

いたるところに設けられた労働者の憩いの場、まっすぐ延びた

大道路や緑したたる街路樹は羨ましいかぎりです。 

主席の革命事績館や多くの博物館を参観しながら、片時もお休

みにならず、毎日のように労働者、農民、人民の中に入り、彼ら
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の意見を一つ一つ注意深く聞きながら現地指導を行う主席の偉大

さを知り、世界の人々を驚嘆させている朝鮮の速い建設ピッチの

秘訣がよく分かりました。 

平壌は都市のなかに公園があるのでなく、公園のなかに都市が

ある世界一流の近代的文化都市です。 

私たちは信
シン

川
チョン

博物館の参観を通じて、アメリカ帝国主義侵略者

が朝鮮人民に犯した永久に許すまじき罪業も知ることができました。 

朝鮮戦争の時期にアメリカ帝国主義食人種が犯した殺りく蛮行

は、言葉では到底言い尽くせません。 

彼らは人間の理性を失った殺人鬼であり、犬にも劣る畜生です。

まさにこのような輩が今も信川から遠くない南朝鮮に居座り、人

民にあらゆる不幸と苦痛をもたらしていることを考えると憤慨に

堪えません。それで私は、「アメリカ帝国主義者は直ちに出てい

け！」と何度も叫びました。 

アメリカ帝国主義侵略者は朝鮮戦争の時期、朝鮮人民を絶滅し、

地図の上から朝鮮を抹殺しようと狂奔しましたが、金日成主席の

賢明な指導をうける朝鮮人民を屈服させることができず、恥ずべ

き惨敗を喫しました。 

アメリカ帝国主義侵略者のために灰燼に帰した朝鮮は、今日、主席

の賢明な指導によって、「チュチェの祖国」「社会主義模範の国」

「社会主義強国」として世界にその威容を誇っています。 

 

偉大な朝鮮は発展している 
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金日成主席の天才的で卓抜した指導は、朝鮮の自主的国家建設

路線とその実現において明白に現れています。 

まさにこれが、私が朝鮮で見て感じた強い印象です。 

主席は全朝鮮人民を不滅のチュチェ思想で武装させて奮い立た

せ、14年という短期間に朝鮮を社会主義工業国、自立的民族経済

のモデル国にしました。 

主席は国家建設において、自立的民族経済の建設に大きな意義

を付与しています。 

金日成主席はつぎのように述べています。 

「いかなる民族も自立的民族経済を建設してこそ、政治的独立

を保障し、国の隆盛発展と民族の繁栄を遂げることができます。 

経済的自立は政治的独立の物質的基礎です。 

経済的に外部勢力に依存する国は、政治的にも外国の追随国と

なり、経済的に従属した民族は、政治的にも植民地奴隷の境遇か

ら抜け出すことができません」 

朝鮮人民は主席のこの貴い教えを心から受け止め、自力更生の

革命精神を発揮して、自分の力で今日のような偉大な朝鮮、自立

的民族経済の模範の国を建設しました。 

今日、朝鮮人民は、主席の革命思想であるチュチェ思想、即ち

金日成主義の旗印のもとに、世界の革命的人民の先頭に立って力

強く前進しています。 

世界には、自国人民の力でなく、外国の力で建設を進めようと

して従属国になってしまった実例がたくさんあります。 

今日、南朝鮮の反逆の輩は、アメリカ帝国主義の傀儡となって
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人民を弾圧し、南朝鮮をアメリカの植民地として、より徹底的に

従属させています。朴
パク

正
チョン

熙
ヒ

傀儡一味こそは自主性のない売国奴で

す。 

偉大な主席を戴いている朝鮮人民は本当に幸せです。 

金日成主席が朝鮮の太陽としてお昇りにならなかったら、今日

の朝鮮はありえません。 

実に、朝鮮はチュチェ思想が咲き誇る大花園であり、人類の理

想が花咲く大殿堂、世界の進歩的人民が仰ぐ心の祖国です。 

朝鮮に赤々と燃え上がる炎は全世界を明るく照らしています。 

朝鮮の未来は限りなく、この未来に向かって進む朝鮮人民は、

世界でもっとも尊厳のある人民です。 

 

朝鮮は一日も早く統一されなければならない 

 

単一民族である朝鮮人民はアメリカ帝国主義の南朝鮮占領によ

って、30年以上も南北に分かたれ、民族的不幸と苦痛をなめてい

ます。 

同じ血筋を継いだ単一民族が、国が分断されて父母妻子が会う

のはおろか、安否の手紙すら伝えられずにいます。このような国

は分断国家のなかでも唯一朝鮮だけです。 

民族分断の苦痛は当事者でなければわからず、ましてや今日朝

鮮人民が経ている民族的苦痛と不幸は他国の人には理解できません。 

朝鮮人民がこの不幸と苦痛から一日も早く抜け出す道は、偉大な

金日成主席がうちだした祖国統一３大原則と５大方針にもとづい
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て朝鮮が一つになることです。 

朝鮮人民の民族最大の悲願である祖国の統一を実現するうえで

主な障害となるのは、アメリカ帝国主義侵略者の南朝鮮占領です。 

朝鮮が統一されるためには、南朝鮮人民に対する弾圧の中止、

投獄された民主人士の釈放、南朝鮮社会の民主化が実現されなけ

ればなりません。そして、アメリカ帝国主義侵略軍がすべての殺

人兵器とともに南朝鮮から即時に撤退しなければなりません。 

現在、日本の福田政府の一部の人たちが、世界人民と日本人民

の一致した要求を無視して、アメリカ軍は南朝鮮から撤退しない

でくれとアメリカ政府に要請していますが、これは日本政府の恥

ずべき行動です。 

日本政府がアメリカ軍の南朝鮮からの撤退に反対することは、

彼らが南朝鮮傀儡との汚らわしい政治的・経済的ゆ着の内幕を自

ら暴露することになります。 

今日、朝鮮は日本にもっとも近い国でありながら、日本政府の

敵視政策によってもっとも遠い国になっており、これは日本人民

に莫大な損失をもたらしています。日朝両国人民が親善友好関係

を強化するならば、相互に有益な多角的協力を実現することがで

きるでしょう。 

金日成主席の賢明な指導を抜きにしては朝鮮の統一について語

ることができません。 

私たちは、朝鮮人民が統一なった栄光の広場で、金日成主席閣

下を高い幹部壇に戴いて歓呼する日が一日も早く訪れることを祈

念します。 



 

 149 

20世紀の傑出した英雄、思想と理論の天才、人類の太陽であり、

世界革命の卓抜な領袖である尊敬する金日成主席閣下の万年長寿

を謹んで祈念する次第です―― 
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102．人々の表情が明るい国 

 

1977年８月21日、この日の『労働新聞』に、訪朝した日本教職

員チュチェ思想研究会代表団団長である日本教職員チュチェ思想

研究会連絡協議会代表幹事が、平壌を発つ前に発表した朝鮮訪問

の印象が掲載された。 

氏は、訪朝期間、平壌、元
ウォン

山
サン

、開
ケ

城
ソン

地方の文化部門を参観した、

もっとも印象が深かったのは、どこへ行っても人々の表情が明る

く、活力があり、誰もが勝利の信念に燃えて社会主義建設にいそ

しんでいることであったと語った。 

氏は、特に深い感動を覚えたのは、金日成主席が人民を限りな

く愛し、人民は主席をこのうえなく敬い慕っていることだとして、

こう語った。 

 

――われわれはいたるところで主席の人民に対するあたたかい

愛情と配慮についての話を聞いた。 

金
クム

剛
ガン

山に行ったとき、主席が美しい自然も全人民のものである

として、勤労者が登山を楽に行えるよう道もりっぱに開くべきだ

とこまごまと指示したという話を聞いて深く感動した。 

われわれが教員であるからかもしれないが、中央松
ソン

涛
ド

園
ウォン

少年団

野営所では、この野営所を訪ねた主席が子どもたちの野営生活の

すみずみまで気を配り、なかでも布団の厚さを見計らっては、国
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の宝たちが風邪にかかるようなことがあってはならないと注意を

与えたという話を聞いて胸を熱くした。 

金日成主席はまさにこのような偉大な方なので、人民の限りな

い尊敬と敬慕を受けておられるのである。 

金日成主席のような偉大な指導者はこの世にいない。 

主席を戴く朝鮮人民は実に幸せな人民である。 

訪問期間、わたしたちは平壌学生少年宮殿をはじめ託児所、人

民学校、高等中学校などを参観した。 

行く先々で会った子どもたちが非常に明るく朗らかであるばか

りか、礼儀正しく規律があり、はきはきしていることに驚いた。

まったくこれは日本の子どもたちとは余りにも対照的であった。 

われわれは日本で主席が創始した社会主義教育学の原理につい

て研究したが、朝鮮に来てみるとそれは教育分野に立派に具現さ

れていた。 

朝鮮の子どもたちは主席の社会主義教育学の原理に基づいて教

育されているので、そのように真のチュチェ型の新しい世代とし

て頼もしく育っているのである。 

朝鮮の教育施設も素晴らしい。 

わたしたちは朝鮮の工場と農場も参観した。 

勤労者が社会主義建設で発揮している自力更生の革命精神には

深い感動を覚えた。 

わたしたちはどこへ行っても、主席のチュチェ思想と主席が築

いた革命伝統で武装するために学習に熱中し、すべての力を社会

主義建設にそそいでいる姿を見ることができた。 



 

 152 

朝鮮の勤労者には、金
クム

星
ソン

トラクター工場の労働者たちが主席の

高い志を受けとめ、ゼロの状態でトラクターを解体して設計図面

を描き、ついにトラクターの製作に成功し、トラクターの大量生

産が可能な近代的な工場を建設した、自力更生の革命精神があっ

たので、朝鮮の社会主義建設はかくも速いテンポで進捗している

のである。 

農村では、主席が発表した「わが国の社会主義農村問題にかん

するテーゼ」が立派に実現されつつあり、とくに、チュチェ農法

で農作を行って毎年豊作をもたらしている。 

朝鮮人民が達成しているすべての成果は、チュチェ思想をすべ

ての分野に立派に具現した結果である。 

わたしたちは、政治における自主、経済における自立、国防に

おける自衛の原則が具現された現実を見た。 

金日成主席は、人間はあらゆるものの主人であり、すべてを決

定するというのがチュチェ思想の基礎である、自然と社会を改造

するのも人間のためであり、また人間が行うことである、この世

でもっとも貴重な存在は人間であり、もっとも力のある存在も人

間であると述べている。 

わたしたちは朝鮮に来てチュチェ思想がすべての分野に具現さ

れている現実を見て、チュチェ思想を研究し、それを実現しよう

とするわたしたちの目的がいかに正しかったかを確信し、勝利に

対する信念を固めた。 

世界はチュチェの時代にある。 

日本も自主性を擁護する世界の基本的趨勢に即して、自主的な
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道に進まなければならない。 

このたびの訪朝期間、どこへ行っても祖国統一に対する朝鮮人

民の熱望を肌で感じた。 

われわれは、アメリカ帝国主義と南朝鮮傀儡の「二つの朝鮮」

策動と「クロス承認論」の危険性を正しく認識し、警戒心を高め

て注視しながら、それを破綻させるたたかいを積極的にくりひろ

げなければならない。 

カーターは選挙公約で米軍を南朝鮮から撤退させると言ったが、

米行政府は地上軍だけ撤退させるが、それも４～５年の間に行う

と言っている。これは、カーターの任期中には米軍の南朝鮮から

の撤退はないということであり、すべての外国軍隊が一日も早く

南朝鮮から撤退することを求める世界人民の要求と祖国統一に対

する朝鮮人民の念願に背を向ける行為である。 

とりわけ、最近、アメリカ帝国主義者が南朝鮮の軍事力を強化

していることに注目しないわけにはいかない。 

アメリカ帝国主義者は日本の沖縄の軍事基地も強化しているが、

これも朝鮮での新たな戦争挑発準備の一環であるとわれわれは考

えている。 

日本の南朝鮮に対する経済的浸透も、南朝鮮の軍需産業強化の

方向へ向かっていることに警戒心を高めざるをえない。 

われわれは、アメリカ帝国主義者は「二つの朝鮮」策動を中止

し、すべての侵略兵力を一日も早く南朝鮮から撤退させなければ

ならず、日本政府は朝鮮の統一を妨害してはならないと主張する。 

主席がうちだした祖国統一の３大原則と５大方針、朝鮮民主主
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義人民共和国諸政党・大衆団体連席会議が提起した４項目の救国

方案を全的に支持する。 

われわれは、アメリカ帝国主義者が沖縄の米軍基地を撤廃し、

日本政府が自主的立場にたって対朝鮮政策を転換するよう果敢に

たたかい、朝鮮の統一に寄与するつもりである。 

われわれは日本に帰ったら、偉大なチュチェ思想の深奥な哲学

的原理をいっそう深く体得するための学習に力を入れるとともに、

このたびの訪問で見た朝鮮の具体的現実を実例にしてチュチェ思

想の宣伝を強化するつもりである―― 
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103. 零細漁民への思いやり 

 

1977年7月3日、金日成主席は日本放送協会解説委員長の緒方彰

氏を団長とする日本放送協会取材団を引見し、彼らの質問に次の

ように答えた。 

 

「わたしは、あなたがたがわが国を親善訪問してくれたことを

ありがたく思い、あなたがたを熱烈に歓迎します。 

これからあなたがたの質問にお答えしましょう。 

……… 

問 日本との貿易についての主席の率直なご意見をおうかがい

したいと思います。 

答 日本はわが国と地理的にもっとも近い国の一つです。それ

ゆえわれわれは、朝日両国間の貿易の増進が、両国人民にひとし

く有益であると思います。 

わが国にあるものを日本が遠くから買い求めるよりは、隣国の

わが国から買うほうが、輸送費も少なくてすみ、有利でしょう。

わが国にしてもやはりそう言えます。われわれに必要なものを遠

いヨーロッパから買い求めるより、近い日本から買うほうが有利

です。それゆえ、朝日両国間の貿易を発展させることは、両国人

民の利益に合致します。 

われわれは、朝日両国人民の利益に合致するよう、両国間の貿
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易をさらに発展させることを望んでいます。 

朝日両国間の貿易をさらに発展させるためには、日本政府がわ

が国に対する非友好的な政策をすて、貿易において平等と互恵の

原則を守ることがきわめて重要であると思います。日本政府はわ

が国を差別せず、われわれの求めるものをなんでも売るべきなの

ですが、まだそうはなっていません。 

一例をあげましょう。 

何年か前、久野忠治先生が訪朝したさい、われわれは両国間の

貿易を活発にしようという期待を表明しました。その後、われわ

れは６カ年計画を遂行するため日本に大規模の製鉄工場を注文し

ました。それで日本の技術者がわが国に来て協議も行い、実地調

査もして帰りました。しかし、その後はなんの音沙汰もありませ

んでした。 

西側の外信によると、南朝鮮当局者の圧力により、日本がわが

国に製鉄工場を輸出すれば、われわれの国力が強化され、南朝鮮

への脅威が増大するという口実でそれを取り消したとのことです。 

日本がわが国に高炉を売らないからといって、われわれが製鉄

工場を建設できないわけではありません。われわれはもちろん、

日本に注文したような大きな高炉は建設できませんでしたが、

1500立方メートルの高炉を建設しました。 

わが国に対する日本政府のこうした不正常な行動がなくなれば、

朝日両国間の貿易は活発になると思います。 

問 これまで朝鮮民主主義人民共和国は、200カイリ経済水域問

題についてきわめて慎重な態度をとってきたと思います。ところ
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が、朝鮮民主主義人民共和国も今年の８月１日から200カイリ経済

水域を設定することに決定したという報道に接しました。日本は

これに大きな衝撃を受けています。これまで朝鮮民主主義人民共

和国の200カイリ水域内で、西日本の中小漁業者の漁船1500隻が、

約６万5000トンの魚類を水揚げしています。現在、日本と朝鮮民

主主義人民共和国の間には漁業協定が締結されていません。こう

した状況下で、朝鮮民主主義人民共和国が宣布した200カイリ水域

内での日本漁船の漁獲は、いかなる形式で認められるでしょうか。

かりに、漁業協定を締結するとすれば、民間漁業協定でも認めら

れるでしょうか。 

答 200カイリ海洋権の問題は、国際会議で多く論議されている

問題です。この問題は数年前から、ラテンアメリカ諸国が先に唱

えはじめました。当時は多くの大国がそれに反対しました。しか

し最近では、この問題に関する国際的な決定が採択される前に、

大国が先に200カイリ経済水域を宣布しています。とくにわれわれ

の周辺諸国がそれを宣布しています。まずアメリカが200カイリ漁

労水域を宣布し、ついでソ連や日本もそうしました。こうした状

況のもとで、われわれは自主の原則から国の自主権を守るため、

200カイリ経済水域を設定する決定を採択せざるをえませんでし

た。わが国が200カイリ経済水域の設定に関する決定を採択したの

は、あくまでもわが国の自主権を行使したにすぎず、客観的条件

からやむをえずとった措置です。 

200カイリ経済水域設定に関するわが国の決定は、８月１日から

効力を発します。外信によれば、日本の200カイリ漁業水域の決定
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は７月１日から効力を発するそうです。 

わが国と日本との間には国交が開設されていません。しかし、

われわれは200カイリ経済水域権の問題と関連し、朝日両国が相互

主義の原則を守るべきだと認めます。わが国の200カイリ経済水域

内での日本漁民の漁業問題について言うならば、われわれは日本

の漁民に衝撃を与えるつもりはありません。われわれはあくまで

も日本人民、とくに日本の零細漁民に被害を与えない方向で努力

する考えです。今後この問題をどういう形式で処理するかは、関

係部門の幹部と協議すべきでしょう。 

わたしは今日、あなたがたのような立派な友人と知り合いにな

れたことを非常にうれしく思います。 

今日あなたがたと会って親善的な談話を交わしたことは、朝日

両国人民の友好・団結の強化にとってきわめて有益なことになる

でしょう。 

わたしは、あなたがたがわが国を訪問してくれたことに対し、

あらためて謝意を表します」 

 

金日成主席の格別の関心と配慮のもとに、1977年９月５日、朝

日民間漁業暫定合意書が採択された。 

そうして、日本の数多くの零細漁民が長い間、朝鮮の経済水域

における漁労活動による恩恵にあずかった。 

これを機に、日本の零細漁民はもとより、経済界をはじめ各界

の広範な人民の間で金日成主席に対する感謝の念が高まった。 
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104．『未来を拓く国朝鮮』 

  

1977年９月、日本教職員チュチェ思想研究会の訪朝印象記集『未

来を拓く国朝鮮』第２集が出版された。 

本書の第１章「チュチェ思想」には、「朝鮮人民の心のふるさ

と、金日成主席の生家――万
マン

景
ギョン

台
デ

」「チュチェ思想は革命的世界

観、革命的理論、革命的指導方法の全一的体系である」「チュチ

ェの祖国を訪ねて」「人民闘争の歴史、創造の歴史――朝鮮中央

歴史博物館を参観して」など、第２章「社会主義建設」には、｢朝

鮮民主主義人民共和国の社会主義経済建設の歴史と展望」「中央

工業・農業展覧館」「幹部たちが学ぶ人民経済大学」「 青
チョン

山
サン

協同

農場を訪ねて」「チュチェの都市平壌と〝地下宮殿〟」など、第

３章「社会主義教育」には、「金日成総合大学を参観して」「私

が見た朝鮮の教育」「平壌9・15週間託児所」「平壌学生少年宮殿」

など、第４章「チュチェの芸術」には、「花咲くチュチェ芸術」

「美しく感動的な朝鮮の芸術を見て」など、第５章「朝鮮の自主

的平和統一」には、「朝鮮は一つだ――朝鮮の自主的平和統一を

めぐる情勢と課題」「沖縄と朝鮮」「在日朝鮮人の民族教育と統

一について」「朝鮮の統一と日本人」などの文章が掲載されている。 

筆者たちは、不滅のチュチェ思想はチュチェ思想の革命的世界

観、革命的理論、革命的指導方法の全一的体系であると論じ、チ

ュチェの旗じるしに沿って飛躍的発展を遂げている朝鮮の社会主
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義建設のもつ国際的意義について説き、さらに、朝鮮人民がチュ

チェ思想を指導指針として前進し、祖国解放戦争と社会主義建設

のすべての分野で輝かしい勝利を収めたと指摘している。 

本書には次のようなくだりがある。 

――チュチェの旗じるしを高く掲げ、自主、自立、自衛の社会

主義国家を建設した共和国の30年の歴史は、まさに現時代の基本

的趨勢をもっとも典型的に具現していると言える。 

そのため、第三世界と新興諸国は自国の国家建設において共和

国の模範に倣っている―― 

筆者たちは、金日成主席の主体的な社会主義経済建設路線とそ

の輝かしい具現、社会主義建設の歴史と明るい展望を概括し、主席

の不朽の著作『社会主義教育に関するテーゼ』が立派に具現され

て目覚しい発展を遂げている朝鮮の教育について詳細に紹介して

いる。 

また、主席の賢明な指導のもとに開花しているチュチェの文

学・芸術と建築芸術について叙述し、とりわけ朝鮮の革命歌劇は

美しく優雅であるだけでなく、人々を感動させる奥深い思想的内

容と高い芸術性をもっていると称賛している。 

筆者たちはさらに、朝鮮の統一問題に言及し、朝鮮統一のため

の連帯運動を力強く繰り広げようと呼びかけている。 

このように朝鮮を訪問した日本人、なかんずく主席の接見を受

けた日本人たちはおしなべて、主席のすぐれた指導のもとに発展

する朝鮮の現実に感動し、未来への確信、勝利への確信を強めて

いるのである。 



 

 161 

 

 



 

 162 

 

 

105．学者たちと交わした話 

 

1977年９月25日、金日成主席は安井郁氏を団長とする日本チュ

チェ思想研究学術代表団と会見した。 

席上、主席は次のように述べた。 

 

「あなたがたはこの度、平壌で開かれたチュチェ思想に関する

国際討論会に参加して多くの仕事をされました。わたしは、あな

たがたが多くの仕事をされたにもかかわらず、疲れを覚えること

なく元気に過ごしていることを満足に思います。高齢の団長先生

の元気な姿を見てうれしいです。 

わたしは、団長先生が討論会で情熱的に演説するのを見て深く

感動しました。先生は高齢ですが、若い人たちよりも情熱的です。 

わたしは、あなたがたがチュチェ思想に関する国際討論会を自

分の仕事のように考え、討論会に積極的に参加したことを満足に

思い、あなたがたに謝意を表します。 

……… 

チュチェ思想を普及して新興独立諸国、発展途上諸国の人々を

啓蒙し、目覚めさせることが重要だと言われましたが、もっとも

な指摘です。 

今後、新興独立諸国、発展途上諸国がみな自主性を堅持し、自

立的民族経済を建設すれば、帝国主義はもはや力を発揮すること
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ができなくなるでしょう。なんとしても新興独立諸国、発展途上

諸国が自主の道を進むよう、鼓舞激励しなければなりません。今、

発展途上諸国は100余カ国にもなりますが、これらの国々が自主性

を堅持し、緊密に協力すれば、帝国主義者を孤立させることがで

きます。そうすれば、発展途上諸国は帝国主義者の搾取と略奪を

受けずにすみ、彼らに依存しなくなるでしょう。 

一部の国の人たちは、本当は朝鮮を支持するが、公然と支持す

るわけにはいかないと言っています。それは、彼らがアメリカか

ら食糧援助を受けているからです。彼らは、自分たちがアメリカ

に反対するスローガンを掲げるとアメリカは直ちに食糧援助を打

ち切る、そうすると自国の人民は飢え死にすることになると言っ

ています。彼らはまた、自分たちは資本主義諸国から機械製品な

どの商品を輸入しなければならないのに、それらの国と対決する

と商品を輸入することができなくなると言っています。少なから

ぬ発展途上国は自国の軍需工業を持っていないので、自力で武器

を生産することができません。発展途上諸国はアメリカと他の大

国から武器を買い入れているので、それらの国の言うことを聞か

ざるを得なくなっています。 

チュチェ思想に関する国際的な研究組織が学術団体としてチュ

チェ思想を研究し、その普及活動を活発に行うなら、発達した資

本主義国における労働者階級と人民の自主性を実現するためのた

たかいにも助けとなると思います。 

……… 

著名な学者である団長先生がチュチェ思想に関する国際的な研
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究組織の事業を受け持ったとのことですが、わたしはそれを非常

にうれしく思います。高齢の団長先生にとっては負担が大きいで

しょうが、先生の後ろにはチュチェ思想を信奉する立派な青年た

ちがいるので、仕事を十分こなしていけると思います。先生は日

本にチュチェ思想を研究する人が多いと言われましたが、彼らは

日本人民と朝鮮人民のためによいことをしていると思います。団

長先生が若い人たちを励ませば、彼らは仕事を立派に行うでしょう。 

……… 

今、国際情勢は複雑をきわめています。 

……… 

日本人民も以前より目覚めていると思います。『日米安全保障

条約』に反対する日本人民の闘争も盛り上がっています。原爆の

被害を最初に受けた日本人民は核兵器に反対するたたかいも力強

く繰り広げています。日本の少なからぬ人は民主主義と社会主義

を志向しています。こうした状況下で、日本人民は軍国主義の道

を進む反動勢力に反対するたたかいを一層強化することができる

と考えます。 

わたしは、自由民主党の有志議員団がわが国を訪問した時、こ

の部屋で彼らと語らいました。 

わたしは彼らに、日本は島国で、工業原料の大部分を外国に頼

っている、このような状況のもとで日本が軍国主義の道を進むと、

世界の人民に憎まれ、工場の煙突から煙が出なくなるだろうと言

いました。そして、日本が軍国主義の道を進まずに平和の道を進

み、発達した技術で発展途上諸国を助けて発展できるようにすれ
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ばどんなにいいだろうか、日本が平等な立場に立って発展途上諸

国と貿易を行えば、日本人民も裕福に暮らすことができるだろう

し、発展途上諸国の人民も日本をありがたく思うだろう、なのに、

なぜ軍国主義の道を進むのか、と話しました。すると彼らは一斉

に拍手しました。それは、彼らがわたしの発言を歓迎するという

ことであり、日本が軍国主義の道を進むのを望んでいないことを

示すものでした。 

かつて日本は侵略戦争を起こして敗亡し、甚大な被害をこうむ

りました。そのため、自由民主党の少なからぬ人も日本が軍国主

義の道を進むことに反対しているようです。もちろん、無謀に軍

国主義の道を進もうとする反動分子が日本にいないとは言えません。 

反動分子は南朝鮮にもいます。 

日本が軍国主義の道を進むことに反対する日本人民のたたかい

と、アメリカ帝国主義に反対する南朝鮮人民のたたかいは互いに

結びついています。 

自由民主党の有志議員団がわが国を訪れた時、わたしは彼らに、

南朝鮮の朴
パク

正
チョン

熙
ヒ

『政権』はたとえて言えば昔朝鮮人が頭に乗せて

歩いた冠のようなものだ、冠というものは頭の上に乗せて２本の

紐を結んでこそ維持される、紐が切れると冠は風に吹き飛ばされ

てしまう、ところが、朴正熙『政権』という冠の片方の紐の役割

はアメリカ帝国主義者が担い、もう片方の紐の役割は日本の反動

勢力が担っている、２本の紐のうちどちらかの紐が切れても朴正

熙『政権』は吹っ飛んでしまう、と話しました。すると若い人が

立ち上がり、自分たちが朴正熙『政権』を維持している片方の紐
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を切ってみせると言いました。すると他の人が、今の状況では自

分たちがいますぐ冠の片方の紐を切るのは難しいが、うまくすれ

ば片方の紐を緩めることはできると言いました。それでわたしは、

冠の紐を緩めるだけでも結構だと言いました。 

日本帝国主義者はかつて、朝鮮で人民の闘争が起こると干渉し、

弾圧しました。朝鮮で甲午農民戦争が起こった時も、日本帝国主

義者は自国の居留民の生命、財産を『保護』するという口実を設

けて多くの侵略兵力を送り込んで農民軍を弾圧しました。この先、

何かの機に乗じて日本軍国主義者が再び南朝鮮に侵略兵力を送り

込まないという保証はどこにもありません。われわれはこの問題

について深く考えています。……」 
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106．未来を育む教育 

 

日本教職員組合訪朝代表団団長・日本教職員組合書記次長の田

中一郎氏は、帰国を前にして訪朝の印象を語った。談話の内容は

1977年10月11日付けの『労働新聞』に掲載された。 

氏は、代表団が金日成主席の『社会主義教育に関するテーゼ』

発表直後に訪朝したことは、自分たちにとって特別な意義があっ

たとして、次のように語った。 

 

――われわれは今回朝鮮を訪問し、朝鮮民主主義人民共和国が

学びの国として世界に先駆けていることを知った。 

金日成主席がチュチェ思想に基づいて発表した『社会主義教育

に関するテーゼ』は、世界的意義を持つ歴史的な文書である。 

主席は、教育事業は社会主義建設において他のすべての事業に

先行させるべき事業であるとしているが、それは朝鮮で正しく実

施されている。 

朝鮮では子どもたちを国の全的な責任のもとに保育、教育する

ために「朝鮮民主主義人民共和国幼児保育・教育法」を制定し、

全般的11年制義務教育を実施している。 

朝鮮では教員養成体系が整然と確立され、先進的な教育政策が

実施されている。 

このような国家的施策と恩恵によって朝鮮の子どもたちは、現
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実に役立つ知識を学び、礼儀正しく、健やかに育っている。 

われわれは平壌9・15週間託児所といくつもの学校を参観して、

朝鮮の子どもたちが自立的な人間に、明るくはつらつと育ってい

ることを知っていたく感動した。 

朝鮮では学校教育と社会教育、家庭教育が密接に結びついている。 

われわれは、主席の教育テーゼが朝鮮の発展する現実の要請を

踏まえて生まれたすぐれたテーゼであると感じた。朝鮮は今後と

も、金日成主席の教育テーゼに即して教育を力強く推進するであ

ろう。 

われわれは朝鮮滞在期間に平壌市と江
カン

原
ウォン

道、開
ケ

城
ソン

市を巡り、朝

鮮人民の祖国統一の念願が非常に熱いことを知った。 

朝鮮人民は民族分断の悲劇を望まず、教育、文化、芸術なども

祖国の自主的平和統一の実現につくすことに重点をおいている。 

アメリカ帝国主義と南朝鮮傀儡一味が騒ぎ立てている「南侵の

脅威」はまったくのでたらめである。 

開城市を訪れて感嘆したのは、休戦ラインぎりぎりまで土地を

耕作して黄金の稲穂がそよいでいることであった。このように朝

鮮人民は平和的な建設を進めている。 

しかし、われわれが望見した休戦ラインの南側は荒廃していた。 

われわれは、偉大な金日成主席の賢明な指導のもとに、朝鮮人

民が自分たちの念願通りに必ず祖国の統一を果たすものと確信し

ている―― 
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107. 朝日両国の労働者階級の団結のために 

  

1977年10月28日、金日成主席は日本労働組合総評議会顧問・朝

鮮の自主的平和統一支持日本委員会代表委員の市川誠氏を団長と

する日朝親善訪問団と会見した。 

席上、主席は次のように述べた。 

 

「わが国を訪問したあなたがたを熱烈に歓迎します。 

平壌で会うべきでしたが、ご足労をわずらわせて申し訳ありま

せん。 

団長先生が２度目にわが国を訪問してから３年が過ぎたとのこ

とですが、その間、日本では情勢が大きく変化しただろうと思い

ます。日本人民が反帝反米反独裁闘争を力強く繰り広げているの

は非常によいことです。 

わたしは今ここで、近く行われる最高人民会議の準備をしてい

ます。われわれは最高人民会議代議員選挙を行った後に最高人民

会議を開くことになります。 

わたしは、三たびわが国を訪れた団長先生と、団長先生と一緒

に来られたあなたがたを今一度熱烈に歓迎します。 

ただいま団長先生がわれわれに励ましの言葉を述べてください

ましたが、感謝します。 

団長先生は日本人民と日本の労働者階級のためにたたかってい
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るだけでなく、朝日両国人民と労働者階級間の友好・団結のため

に努力を尽くしておられます。特に、先生は朝日両国人民間の友

好のために、そして朝鮮人民の最大の民族的宿願である祖国統一

を支持して各方面から努力しておられます。 

先生は朝鮮の統一を支持して日本でだけ活動しているのではな

く、日本から遠く離れたベルギーやアルジェリアなど外国にまで

行って積極的な活動を繰り広げています。先生は、日本労働組合

総評議会の先生方とともに、来年、日本で朝鮮の自主的平和統一

を支持する第２回世界大会を開くために努力を傾注しておられま

す。われわれはこれについて非常にありがたく思っています。わ

れわれは、先生の活動を積極的に支持し、あなたがたのたたかい

で大きな成果があることを願っています。 

……… 

アメリカ帝国主義者は南朝鮮の永久占領をもくろむ一方、日本

の反動勢力をそそのかして平和を愛する日本の進歩的な民主勢力

を弾圧しようとしています。 

朝鮮の労働者階級と日本の労働者階級、朝鮮人民と日本人民は、

アメリカ帝国主義者のこのような策動に対して警戒心を高めなけ

ればなりません。 

朝日両国の労働者階級は団結して、アメリカ帝国主義者のこう

した陰険な目的を破綻させなければなりません。 

朝日両国の労働者階級は、今帝国主義者が弄している欺瞞術策

について誰よりも先頭に立って暴露すべきだと思います。 

わたしは、団長先生をはじめあなたがたの今回のわが国訪問が
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朝日両国の労働者階級と人民間の団結をさらに強め、今のような

情勢に対処して両国の労働者階級のたたかいを強化することに大

きく寄与するものと確信しています。団長先生が来年に開催しよ

うとしておられる朝鮮の自主的平和統一を支持する第２回世界大

会もやはり、今のような情勢に対処して朝日両国の労働者階級の

たたかいを強化する一つの契機となるものと思います。 

わが国には『ひとさじで腹は膨れぬ』ということわざがありま

すが、たたかいを一気に終えることはできません。多くの人々に

正しい認識を与え、彼らを徐々に目覚めさせてこそ、広範な人民

大衆をたたかいに立ち上がらせることができ、勝利を収めること

ができるのです。 

団長先生が精力的に進めておられる大会の準備に日本の各党、

各派と進歩的な人士を引き入れるならば、大会は成功するだろう

と思います。われわれはこの大会が成功することを願っています。 

……… 

わたしは、あなたがたの今回のわが国訪問を満足に思います。

わたしは、朝日両国の労働者階級の団結のために、今後もともに

努力することを望みます。 

帰国したら日本の友人たちにわたしの挨拶を伝えてください。 

韓
ハン

徳
ドク

銖
ス

議長にもわたしの挨拶を伝えてください」 
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108．録音テープに収めた真情 

 

チュチェ思想に学ぶことは時代の趨勢となっていた。 

世界の至る所にチュチェ思想研究組織が立ち上げられ、国際的

な範囲で学術討論会が盛んに開かれた。 

そんななかで、チュチェ思想を信奉し研究する世界各国の人士

や研究組織は、国際的なチュチェ思想研究組織結成の必要性を痛

感し、国際討論会の場で声を上げ始めた。 

チュチェ思想に関するアンタナナリボ討論会では、チュチェ思

想を研究し普及する国際組織結成の必要性が強調され、平壌討論

会ではチュチェ思想の国際的研究組織委員会が立ち上げられ、組

織委員会委員長には安井郁氏が選出された。 

氏は委員たちと協議し、国際機構の基本構想を練った。1977年

11月16日には組織委員会の事務所が東京に設置された。 

国際機構の創設に邁進し、情熱を注いでいた氏が、翌78年１月

半ば、思わぬ重病に倒れた。 

氏は病床で、前年９月、４度目に金日成主席の接見を受けた時

のことを振り返った。 

よくお出でになった、お元気ですかと言って両手を取り、わた

したちは同志ですとしていろいろと貴重な助言を下さり、昼食も

ともにして下さった主席。 

主席はその日、自主は世界の潮流であり、この流れはなんぴと
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も阻むことができない、困難は多かろうが共同の偉業遂行に向け

て力を合わせてたたかっていこうと、氏を励ました。 

安井氏は考えた。いまにして顧みれば、自分の人生行路におけ

るさまざまの意義深い出来事は、そのどれをとっても金日成主席

を抜きにしては考えられない。氏の胸には主席への思慕の情がつ

のった。主席に会いたくてたまらなかった。 

入院して10日経ったある日、氏は夫人にテープレコーダーを持

ってくるようにと言った。 

身体を動かすのもままにならぬほど病状は悪化していた。 

――もっとも尊敬する金日成主席にお伝えください。 

わたしは、わたしの生涯において主席にお会いできたことを最

大の光栄とし喜びとしています。これまで世界各国の多くの指導

者に会い、交際もしましたが、心から偉大な同志であると深い尊

敬の念をこめて呼んだ方は、ただ金日成主席お一人です―― 

そこには、金日成主席への限りない敬慕の念をいだき、必ずチ

ュチェ思想国際研究所を創立し、チュチェ思想の深奥な真理をも

って数億万人民を啓発することに尽力したいと念ずる氏の思いが

こもっていた。 

日ならずしてテープは平壌に届いた。 

報告を受けた主席は、氏が重態に陥っているということが信じ

られなかった。数カ月前に会ったときも安井郁氏は元気だったの

である。 

主席は氏の健康を回復させることができるなら、どんなことで

もしたいと気を揉んだ。 
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109. チュチェ思想国際研究所が生まれた日 

 

1978年４月９日、チュチェ思想国際研究所創立大会が開かれ、

チュチェ思想国際研究所が設立されたことを全世界に宣言した。 

これは、現時代、金日成主義時代に生きるすべての人民にとっ

て大きな栄誉であり、誇りであった。チュチェ思想を研究し普及

するための国際的な常設機構が設立されることによって、全世界

の人民は、金日成主席の指導のもとに、チュチェ思想のさし示す

道に沿って、さらに力強く前進できるようになった。 

この日のために全力を傾けてきた尾上健一氏は喜びと感激にひ

たった。 

主席のチュチェ思想に魅了されて氏が歩んだ道は、栄光に満ち

た道であった。 

人類の近代史には、マルクス、エンゲルス、レーニンなど、偉

大な指導者が現れ、彼らの残した功績もまた大きいものがある。

しかし、彼らが活動した時期は50年前、100年前である。彼らはそ

れぞれの時代の指導思想を生み出したが、それも完全に実現でき

ずに世を去った。彼らはまた、理論的・実践的風格をすべて備え

ていたわけではなく、ある一面においてぬきんでた指導者であっ

た。 

しかし金日成主席は、その理論の深さと豊かさ、風格など、あ

らゆる面でもっとも卓越した指導者である。 
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尾上健一氏は、その偉大な金日成主席との初対面で主席のチュ

チェ思想についての理解を深め、それ以来チュチェ思想の普及に

より積極的に取り組んできた。 

1976年４月15日、主席の誕生64周年を記念してチュチェ思想を

研究し学習するための「青年センター」の建設を決議し、僅か半

年余りの間に立派に完成した。 

氏はまた、理論誌『キムイルソン主義研究』を創刊し、青年問

題に関する主席の古典的な著作をおさめた『青年論』を発行した。 

この過程に、多くの青年たちがチュチェ思想研究会をいっそう

広範に組織するため、日本の全国各地に出向いた。 

氏は、1977年９月14日から17日まで平壌で開かれたチュチェ思

想に関する国際討論会で、「偉大なキムイルソン主義は、今日の

発達した資本主義諸国、帝国主義諸国における革命闘争でもっと

も威力ある指導思想となっている」と題して討論した。 

討論で氏は、「現時代がどのような時代であるか」について次

のように述べた。 

――われわれの時代は、キムイルソン主義がさし示す道に沿っ

て前進する時代である。 

革命闘争は、正しい革命思想と指導指針がなければ勝利できず、

時代が提起するあらゆる問題、時代の前途は正しい革命思想によ

ってのみ明らかにされるのである。これは時代を規定する上で、

その時代を導く決定的要因である指導思想、革命思想をもって特

徴づけることが重要だということを意味する。このような意味で

100年前、50年前をマルクス・レーニン主義時代であったとするな
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らば、われわれの時代はキムイルソン主義時代であるといえる。 

われわれの時代はまた、キムイルソン主義の創始者である、

偉大な金日成主席によって導かれる時代である。かつてマルクス

やレーニンは、その生存中には限られた範囲でしか役割を果たす

ことができず、マルクス主義とレーニン主義はその創始者たちが

逝去した後に、世界的思潮として普及された。 

しかしキムイルソン主義は、その創始者である金日成主席が精

力的に活動されている現時代にすでに世界的な基本思潮となって

おり、世界人民の心をとらえている。これはキムイルソン主義の

偉大さを如実に示すものである。 

このように、われわれの時代は、金日成主席によって導かれ、

主席を中心に世界の人民が団結して革命と建設をおし進める

キムイルソン主義時代であるといえる―― 

氏は討論を終えるに当たって、チュチェ思想を研究するための

国際機構の創設が切実に必要であることを強調した。 

平壌での国際討論会では、世界各国代表の提案を受け入れ、チ

ュチェ思想に関する国際的な研究機構を設置することで合意した。 

平壌滞在中、氏は金日成主席に２度も会うことができた。 

９月24日夜、対外文化連絡協会の幹部が宿所にやって来て氏に、

明日、金日成主席が日本チュチェ思想研究学術代表団に会ってく

ださると伝えた。 

尾上健一氏はあまりの嬉しさに、なかなか寝つかれなかった。

翌朝、氏は服装を正して会見場所に向かった。 

車窓から眺める道路の両側には、色とりどりの花が美しく咲き
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みだれていて、それは、あたかも主席にお会いしようとする自分

を祝福し、笑みを送ってくれているようだった。 

この瞬間、氏の脳裏には数日前、チュチェ思想に関する国際討

論会に参加した各国の代表たちとともに錦
クム

繍
ス

山
サン

議事堂で主席を迎

えたときの感激が蘇った。 

……その日、主席は代表たちが並んでいる広いホールに姿を現

した。 

チュチェ思想の創始者である金日成主席に会える感激と喜びを

抑えることができず、彼らは手を振りながら、「チュチェ」「金日成」

とシュプレヒコールを叫び、「金日成主席同志万歳！」を声高く

叫んだ。 

嵐のような歓呼のなか、主席は各国の代表たちといちいち握手

を交わし、政府が催したレセプションにも参加し、みんなといっ

しょに記念写真を撮った。 

その偉大な風格に接し、氏は、金日成主席こそは世界にまれな、

もっとも偉大な指導者であると、心底から思った。…… 

いつの間にか車は会見場所についた。主席はじきじきに玄関で

一同を出迎えた。 

氏は主席に、日本でチュチェ思想を学ぶ仲間たちの活動状況を

説明し、キムイルソン主義をかかげて進む日本の青年たちのあつ

い感謝の意を伝えた。慈愛に満ちた眼差しで氏を見つめながら報

告を聞いていた主席は「ありがとう」と言った。 

主席は、チュチェ思想研究活動の展望と朝日関係、それに全般

的な国際・国内情勢にいたるまで、非常に的確に、かつ鋭く分析
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した。 

主席は、日本の青年たちの活動についても触れた。 

尾上氏は、主席が日本の青年たちにも関心を払っていることを

知り、深く感動し、胸があつくなった。 

主席は「午前中は先生たちのために時間をとっておきました」

と言って、長時間にわたり貴重な話をし、昼食会の席でも話を続

けた。 

主席の向かいに席をとっていた氏は、それを書きとるためにろ

くに食事もできなかった。それを見た主席は、食事を勧め、氏と

祝杯まで交わした。氏はこの世にまたとない、無上の幸福感にひ

たり、やさしい、愛情に満ちた主席の風格はまさに実の親にまさ

るものがあるとしみじみと思った。 

その日、主席は彼らのために、４時間以上も貴重な時間をさいた。 

会見が終わって宿所に戻った尾上健一氏は、それまで心にわだ

かまっていた活動上の難点も朝露のごとく消え、眼下に一望千里

が開かれたような気がした。 

氏は日本に帰るとすぐ、各地の青年チュチェ思想研究会の代表

たちに、主席との会見状況を報告した。それを聞いた代表たちは、

主席の愛情と配慮に感動し、ひたすら主席のさし示すチュチェの

道を進み、日本の社会に一日も早くチュチェ思想が花咲くよう、

ともに努力することを誓い合った。 

――偉大な金日成主席、主席はまさに朝鮮人民の偉大な父であ

るばかりでなく、世界人民の教師であり、日本人民の慈父でもあ

る。それゆえ今日、日本全国各地の数多くの人々は、かくも心か
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ら主席を慕い、主席の導く道ひとすじに生きる決意を固め、チュ

チェの隊列に合流しているのである。 

一日の仕事を終えた労働者たちは、疲れも忘れ、自分たちの手

で建設した事務所に集い、主席の革命活動史とチュチェ思想を学

んでいる。 

工場と漁村、都市と農村、学校を問わず日本の津々浦々に、

金日成主席の温かい陽光がさし照らし、その陽光のもとに人々は

新しい力と勇気を得ている。 

チュチェ思想を学び、チュチェ思想に従って進もうとする人た

ちの隊列は、日本各地で絶えず拡大しており、チュチェ思想を研

究し、普及する活動もますます盛んになっている―― 

金日成主席著作研究会全国連絡会議は、第10回チュチェ思想科

学討論全国集会を開いた。 

集会では、東京にチュチェ思想国際研究所を設立するとの、研

究所組織委員会の決定を全会一致で熱烈に支持歓迎した。 

尾上健一氏は、世界人民の一致した心情をこめて、チュチェ思

想の創始者であり、自主性の時代の偉大な指導者である金日成主席

に最大の敬意と感謝を捧げ、朝鮮の統一と世界の自主化のために

主席の万年長寿を心から祈った。 

尾上健一氏は、チュチェ思想国際研究所の創立当初から同研究

所事務次長を、ついで事務局長を務め、今日に至っている。 
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110. 10回斧を入れて倒れぬ木はない 

 

1978年４月17日、日本総評事務局長兼朝鮮の自主的平和統一支

持日本委員会事務局長の岩井章氏一行は金日成主席の接見を受けた。 

主席は庁舎の玄関に出て、両手を広げて５名からなる朝鮮の自

主的平和統一支持日本委員会代表団を迎え入れた。 

談話の席上、主席は次のように語った。 

「わたしは、あなたがたのわが国訪問を非常にうれしく思い、

みなさんを熱烈に歓迎します。 

わたしは、あなたがたがわたしの誕生日に祝賀文と贈物を送っ

てくださったことと、朝日両国人民の友好・団結の強化のために

たゆみなく努力されていることに対し非常にありがたく思ってい

ます。 

あなたがたはわが国にたびたび来られるので、今日は長ながと

話すつもりはありません。 

団長先生が1976年に訪朝されたのち、わが国で大きく変わった

ことはありません。 

われわれは昨年、６か年人民経済計画の遂行過程で一部の経済

部門に一時的に生じた緊張を完全に解消しました。昨年わが国で

は、農作も上々でした。 

今わが国では第２次７か年計画を遂行しています。今年は第２次

７か年計画の初年度にあたります。第２次７か年計画の遂行に着手
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した初頭から、人民経済の各部門では仕事が順調に運んでいます。 

……… 

あなたがたは労働運動の指導者として、社会主義労働法につい

て興味をお持ちだろうと思います。 

われわれは、あなたがたが祖国の統一をめざす朝鮮人民のたた

かいに積極的な支持と声援をよせておられることを、つねにあり

がたく思っています。われわれは今回も、あなたがたが朝鮮人民

の祖国統一偉業を支持するための諸問題をもって当該部門の活動

家と協議されたことを非常に満足に思っています。 

朝鮮には10回斧を入れて倒れぬ木はないということわざがあり

ますが、あなたがたが朝鮮人民の祖国統一偉業を支持してたたか

い続けるならば、好ましい結果がもたらされるでしょう。わたし

は必ずそうなるものと思います」 

10回斧を入れて倒れぬ木はない！ 

主席の談話は、通俗的な表現を使いながらも深奥であった。 

主席は笑みをたたえて一行を見回し、語を継いだ。 

「朝鮮人民のたたかいと日本人民のたたかいは互いに密接に結

びついています。日本で革新勢力が成長し、労働運動が勝利する

ならば、朝鮮の統一実現も容易になるでしょう。 

1975年に日本の自由民主党有志議員団が訪朝したときにも話し

たことですが、南朝鮮の朴
パク

正
チョン

熙
ヒ

『政権』はアメリカ帝国主義と日

本反動層のうちどちらか一方の支持がなくなっても維持できません。 

われわれは日本人民のたたかいを積極的に支持しています。日

本人民のたたかいはすなわち朝鮮人民のたたかいです。われわれ
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は日本人民と手をとり合って、永久にともにたたかうでしょう。 

今年、わが国の学生少年芸術団が日本を訪問します。もともと

1976年に訪日する予定でしたが、アメリカ帝国主義者が『板
パン

門
ムン

店
ジョム

事件』を引き起こしたため、実現しませんでした。このたび学生

少年芸術団が日本を訪問すれば、朝日両国人民の友好・団結の強

化のために努力するでしょうが、あなたがたも大いに助力してく

れるようお願いします。 

あなたがたは朝鮮の自主的平和統一支持日本委員会を組織しま

したが、われわれはあなたがたの努力に対し非常にありがたく思

っています。団長先生は今年の11月に日本で朝鮮の自主的平和統

一支持第２回世界会議が開催されると述べられましたが、それは

非常に好ましいことだと考えます。もちろん、そうした会議を開

くからといって、わが国の統一問題にただちに大きな変化がもた

らされるとは言えないでしょう。しかし、そうした会議をたびた

び開いて国際世論を喚起すれば、ゆくゆくは好ましい結果がもた

らされるでしょう。 

あなたがたが進めている活動は無意味なことではありません。

あなたがたの活動は、朝日両国人民の友好・団結の強化のために

も必要であり、世界人民の団結にとっても切実に必要だと言えま

す。わたしは、あなたがたが立派な活動をしていることに深く感

動させられています。 

わたしは、あなたがたのわが国訪問を今一度熱烈に歓迎します。

あなたがたのこのたびの訪朝は、朝日両国人民の友好・団結の強

化に大きく寄与するでしょう。 
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日本に帰られてからも、朝日両国人民の友好・団結の強化のた

めにいっそう努力されるよう期待します。 

団長先生をはじめみなさんの健康を祈ります」 

会見後、宿所に帰った岩井章氏は、主席の言葉を噛みしめ、大

きな感動にひたった。 

氏は後日、その時の心情をこう書いている。 

「金日成主席は、朝鮮人の深い尊敬を受けています。南の人々

でも心ある人は尊敬しているものと思います。主席は15、6歳の頃

から、日本帝国主義の侵略と闘い、植民地政策に苦しむ全朝鮮人

の希望の星でした。搾取と弾圧からの解放を願う全朝鮮人の心の

拠り所でした。それは、当時の日本側の資料によっても明白であ

ります。そこには日本軍の討伐隊や、武装警官隊が金日成部隊に

攻撃され、敗走した有様が書かれています。1910年の『日韓併合』

以来多くの資源、穀物、肉牛などが徴発され内地に輸送されまし

た。朝鮮語は禁止され、やがて朝鮮名を名乗ることさえ禁止され

たのであります。あらゆる略奪と残忍な弾圧が行われました。そ

のような時、北部山岳地帯で遊撃ゲリラ闘争を指導していた金日成

将軍の活動が総ての朝鮮人を激励しました。 

その金日成将軍が凱旋して、1948年朝鮮民主主義人民共和国を

創立したのであります。当時南に米軍の庇護のもとに李
リ

承
スン

晩
マン

政権

が作られていました。大韓民国であります。おそらく金日成将軍

には全朝鮮の統一国家を作り得なかった無念の思いが一杯だった

と思います。南は米軍が占領し、北はソ連軍の影響下にあるとい

う情況を深刻に受け止めた主席は、この時以来自主、自立、自衛
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を柱とするチュチェ思想を国の根本に据える決意をもったと思い

ます。総ての政策は、人間を中心としたものでなければならない

とするチュチェ思想によって、今日の社会主義国家、朝鮮民主主

義人民共和国は発展してきたのであります。 

1950年から３年間、米軍を中心とする『国連軍』の侵略戦争に

よって総ての産業、農業、住宅などは破壊されましたが、金日成

主席と、労働党を中心とする社会主義体制によって、急速に振興

されました。工業は国有となり、農業は協同農場として組織され、

生産力は飛躍的に発展しました。その結果、工業製品の輸出もさ

かんとなり、農産物を輸出できる国家となりました。金日成主席

がよく口にするように、『共和国は豊かとは言えません。しかし

人々の生活は向上し、豊かな自然と住みよい住宅環境を誇る国と

して発展しているのであります。 

南に駐留する米軍と核兵器は共和国の主権と存在を絶えず脅か

しているのですが、金日成主席、金正日書記を中心にした国民の

固い団結によって、立派な社会主義国家として今後もますます発

展していくでしょう。 

……… 

日本と朝鮮は隣人であります。体制がいかに異なろうが、子々

孫々に至るまで友人として平和に親善関係を深めていかねばなり

ません」 

岩井章氏のこの心情は多くのことを示唆している。 
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111．日本はアメリカの統制から抜け出すべき 

 

1978年５月13日、金日成主席は日本社会党代表団と会談した。 

主席は飛鳥田委員長が再びわが国を訪問したことに感謝し、熱

烈に歓迎すると述べた後、次のように語った。 

 

「貴党代表団のメンバーのなかには初対面の方もみえますが、

顔見知りの人もおられます。わたしは飛鳥田委員長と再会して、

旧友と会ったようなうれしい思いがします。 

このたび委員長先生が党大会を成功裏に終え、委員長に再選さ

れてわが国を訪問されたことは、わが党と人民に対するあつい信

頼のあらわれであり、両党間の関係が非常に深いことを示すもの

です。 

わたしは、委員長先生をはじめみなさんのわが国訪問が両党お

よび両国人民間の友好の強化に大きく寄与するものと思います。

わたしは、みなさんのわが国訪問を今一度熱烈に歓迎するものです。 

わたしは、日本社会党とみなさんがわれわれに積極的な支持を

よせており、また、このたびの貴党代表団とわが党代表団の会談

でも諸問題について意見の一致をみ、両党が引き続き共同闘争を

繰り広げることになったことを非常にうれしく思います。 

わたしは、みなさんのわが国訪問が決まったときから、会談で

好ましい結果がもたらされるものと確信していました。それは、
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両党が久しい前から好ましい関係を保ってきたからです。両党は

互いに支持し、学び、緊密に協力し合っており、伝統的な友好関

係を保っています。 

われわれは、飛鳥田委員長先生が日本社会党大会で、日本がア

メリカの統制から抜け出して自主的に進み、日本人民に自主性を

堅持するようにさせるといったことは、きわめて正当な方針だと

思います。 

自主性を要求してたたかうのは現代の基本的すう勢です。今日、

日本人民ばかりでなく、世界各国の人民がこぞって自主性を求め

ています。他人に従属し、支配されるのを好む人はいません。朝

日両国人民が自主性を要求するのは当然のことだと思います。 

今朝日両国人民の自主性をじゅうりんしているのは誰でしょう

か。日本人民の自主性をじゅうりんしているのもアメリカ帝国主

義者であり、朝鮮人民の自主性をふみにじり、朝鮮の統一を妨げ

ているのもアメリカ帝国主義者です。朝鮮と日本はともにアメリ

カ帝国主義の侵略と圧力を受けています。今日本政府は独自の道

を進んでいるかのようにみえますが、実際は対米追随政策を実施

しており、各面からアメリカ帝国主義の圧力を受けています。 

それは、新国際経済秩序確立の問題をめぐる日本政府の立場を

みてもよくわかります。 

今日、第三世界諸国は新国際経済秩序の確立を要求しています。

実際上、第三世界諸国の要求どおり新国際経済秩序が確立される

としても、日本はそれほどの問題もなく経済問題を解決していく

ことができます。しかし、日本政府は対米追随政策を実施し、第
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三世界諸国が新国際経済秩序を確立することに反対しています。 

南朝鮮『政権』に対する日本政府の立場をみても、日本政府が

対米追随政策を実施し、アメリカの圧力を受けていることがわか

ります。 

日本政府はアメリカに追随して、南朝鮮『政権』を傀儡政権で

はないと言っています。世界中の人が南朝鮮『政権』を傀儡政権

であるとみなしているのに、いくらそれを否定したところで、真

に受ける人はいません。南朝鮮『政権』が傀儡政権であるという

ことはかくれもない事実です。非同盟諸国も、南朝鮮『政権』が

アメリカ帝国主義に軍事基地を提供している傀儡政権であると知

っているので、南朝鮮傀儡を非同盟運動に受け入れていません。 

今日本政府が、南朝鮮の傀儡政権を無理に傀儡政権でないかの

ように見せかけようとしているので、物議をかもしだしています。

日本政府はアメリカ帝国主義の圧力に押されてそうしているのです。 

われわれは、日本政府がアメリカの統制から抜け出して独自の

道を進むことを望んでいます。もちろん、これはあなたがたの当

面の闘争課題であり、朝鮮人民と日本人民の共通の念願でありま

す。それは、朝鮮人民と日本人民の運命がつながっているからです。 

日本がアメリカ帝国主義の統制から抜け出して自主的に進み、

第三世界諸国、発展途上諸国と好ましい関係を結んで経済・技術

援助を与える一方、それらの国から必要な原料を輸入するように

なれば、世界各国人民のために大きく寄与することができると思

います。また、そうするのが日本の発展にとっても得策だと思い

ます。島国である日本は多くの原料を外国に依存しているのです
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から、日本にとっては第三世界諸国の人民と団結し、自国の発達

した経済と技術で彼らを援助し、それらの国との相互の利害にか

なった新国際経済秩序をうち立てる以外に他の道はありません。 

日本がこのような方向に進めば、よりよい結果が得られると思

います。 

日本は経済的に発展した国なので、アメリカを後ろ盾にしなく

ても、十分独自にやっていけます。現在、日本の一部の反動層は、

アメリカを後ろ盾にしなければ生きていけないかのように考えて

いますが、けっしてそうではありません。むしろ今日本がそうい

うことをするので、他国の人々は日本を疫病神をともなっている

かのようにみなし、日本を快く思っていません。日本はアメリカ

のような疫病神を後ろ盾にしなければ、より多くの国と好ましい

関係を結ぶことができます。日本がアメリカを後ろ盾にしている

ため、日本人も世界の人民から憎まれているのです。 

わたしは、日本が独自の道を進むならば、第三世界諸国の人民

から支持と歓迎を受けるものと思います。 

みなさんは日本社会党大会で、日本人民が自主性を堅持して世

界の広範な人民との団結を強め、日本が第三世界諸国との友好関

係を発展させるようにすると言われましたが、それは好ましい結

果をもたらすものと思います。 

現在、アジアの多くの国は経済建設に力を入れています。近年、

わたしは東南アジア諸国の元首と代表団に会いましたが、彼らは

みな、国の独立を強固にするためには自立的民族経済を建設しな

ければならないと言っています。 
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東南アジア諸国と同じく、アフリカ、中近東諸国もそれぞれ自

立的民族経済を建設すると言っています。しかし、これらの国は

技術的に立ち後れています。日本がこれらの国と友好関係を結ん

で経済的、技術的に援助するならば、互いに好ましい結果がもた

らされると思います。 

日本人民はあなたがたを通じて大いに自覚を高めています。日

本人民が自覚を高めるのは時間の問題です。 

『二つの朝鮮』をつくろうとするのは、今日アメリカの対朝鮮

政策の基本戦略です。今アメリカ帝国主義は『二つの朝鮮』をつ

くり出す目的のもとに、われわれに好意を示すようなそぶりを見

せています。昨年もアメリカはわれわれに大きな恩恵でもほどこ

すかのように、朝鮮への旅行制限措置を取り消すの、なんのと言

いましたが、それはいずれも『二つの朝鮮』をつくり出すことに

目的があります。 

米大統領カーターは人権をじゅうりんしてはならないと言い、

一部のラテンアメリカ諸国と社会主義諸国を誹謗中傷しましたが、

実際のところ、南朝鮮傀儡一味ほど人権を過酷に弾圧している『政

権』はありません。世界で人権弾圧のもっともひどいところは南

朝鮮だと思います。 

今南朝鮮の傀儡は、平和統一ということを口にしただけでも

人々を逮捕、投獄し、極刑に処しています。はなはだしくは、キ

リスト教徒が朴
パク

『政権』に反対する発言をしても、彼らを共産主

義者呼ばわりして逮捕、投獄しています。 

わたしは、あなたがたが南朝鮮社会の民主化のために、朝日両
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国人民が共同でたたかうべきであると述べたことを、非常にあり

がたく思います。南朝鮮社会の民主化を実現することは、朝日両

国人民の共通の利害関係に合致します。 

南朝鮮社会の民主化を実現するのは簡単なことではありません。

南朝鮮では非常に弾圧が厳しいので、報道活動も自由にできない

ありさまです。キリスト教徒の反朴『政権』闘争についても報道

を禁止しているので、南朝鮮人民はそれについてよく知っていま

せん。 

ですからこれまでと同じく今後も、日本人民の間で南朝鮮社会

の民主化を要求する声を高め、南朝鮮人民を目覚めさせるうえで

日本社会党が力ぞえしてくれるよう願うものです。南朝鮮人民は

日本の放送を聞き、日本の新聞もよく読んでいるので、日本人民

の間で南朝鮮社会の民主化を要求する声が高まれば、彼らはさら

に目覚め、南朝鮮社会の民主化を実現するため積極的にたたかう

ことでしょう。 

もちろん、『日韓条約』などを廃棄させるには長期間のたたか

いを要するでしょう。しかしわれわれは、引き続き正義のスロー

ガンをかかげていかなければなりません。 

南朝鮮社会の民主化が実現すれば、朝鮮の緊張は緩和され、米

軍は南朝鮮から撤退することになるでしょう。今米軍の南朝鮮駐

留を望んでいるのは、南朝鮮の一握りの反動官僚層だけです。南

朝鮮人民は米軍の南朝鮮駐留を快く思っていません。 

南朝鮮社会の民主化が実現すれば、わが国の統一も実現するで

しょう。われわれは南朝鮮に社会主義制度を強要しようとは思っ
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ていません。南朝鮮当局者もわれわれの社会主義制度に反対する

必要はありません。南朝鮮社会が民主化されれば、北と南に現存

する二つの体制をそのままにし、連邦制を実施する方法で祖国を

統一することができます。それゆえ、あなたがたが南朝鮮人民の

民主化闘争を積極的に支持するのは、われわれにとって非常に大

切なことです。 

現在アメリカ帝国主義者は、われわれがすでにいくたびも『南

侵』の意思のないことを明らかにしたにもかかわらず、二つの点

で憂慮しています。 

その一つは、朴
パク

正
チョン

熙
ヒ

傀儡一味の弾圧がつづけば、傀儡一味に反

対する南朝鮮人民の暴動もしくは革命が起こりかねないが、その

機に乗じてわれわれが進撃するのではないかということです。 

もう一つの問題は、朴正熙を取り除きたいのだが、そうすれば

南朝鮮が一時混乱に陥りかねず、その機会にわれわれが進撃する

のではないかということです。 

それで、アメリカ帝国主義者は、朴『政権』をそのままにして

おくこともできず、かといってただちに首をすげかえることもで

きないありさまです。一言でいって、今アメリカ帝国主義者は南

朝鮮で、虎の尾放ちがたしといった状況で、にっちもさっちもい

かなくなっています。 

アメリカ帝国主義はこのような状態からの活路を求めようとし

て、南朝鮮で軍事演習騒ぎを起こしています。アメリカ帝国主義

は沖縄駐留の米空軍戦略爆撃機『B-52』まで南朝鮮に引き入れて、

爆撃演習を行っています。爆撃演習場は沖縄付近にもたくさんあ
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るというのに、彼らは今年も南朝鮮でそうした爆撃演習を数十回

も強行しました。 

アメリカ帝国主義者は、パイロットを航路に慣れさせるため、

沖縄駐留の飛行機が南朝鮮に来て爆撃演習をするのだと言ってい

ます。今日の近代化された飛行機は定められた航路を自動的に飛

ぶようになっているのですから、パイロットを航路に慣れさせる

ため南朝鮮で爆撃演習をするなどというのは口実にすぎません。 

アメリカ帝国主義者が南朝鮮で軍事演習をする目的は、共和国

北半部の人民と南朝鮮人民、それに日本人民を脅迫するところに

あります。すなわち、アメリカ帝国主義者が強行している軍事演

習は、朝日両国人民を威嚇するためのものです。 

アメリカ帝国主義者の軍事演習強行に対しては、われわれも反

対してたたかい、みなさんも反対してたたかうべきです。彼らの

軍事演習は国の自主権に対する侵害と関連がある問題なので、放

置しておくわけにはいきません。 

このたび飛鳥田委員長先生が、沖縄と南朝鮮からの米軍撤退問

題を同一視し、その実現をめざしてたたかうと述べられたことは、

問題を幅広くとらえて提起したきわめて正当な意見だと思います。

わたしは飛鳥田委員長先生の意見に全面的に賛同します。 

米軍が沖縄と南朝鮮から撤退するかいなかは第二の問題として

も、われわれ両国人民の闘争目標ははっきりと設定すべきです。

それは、朝日両国人民のたたかいを一つに結びつけるとともに、

両国人民の友好・団結を強化するうえできわめて重要な意義をも

ちます。 
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わたしは、今後、両党がかたく手をとり合って、朝日両国人民

に対するアメリカ帝国主義者の威嚇策動と、朝鮮の自主的統一を

妨げ、日本人民の自主性を侵害する彼らの策動に反対して共同闘

争を繰り広げようという、あなたがたの意見を積極的に支持し

ます。 

平壌学生少年芸術団の日本公演が成功裏に行われているという

ことを伝えていただき、ありがたく思っています。 

平壌学生少年芸術団が日本で公演を成功裏に行っているのは、

日本社会党と日本の民主人士、それに朝日間の友好・団結のため

に努力している諸団体がその活動を積極的に援助してくれたおか

げです。わたしは、日本社会党と日本の民主人士、そして友好的

な諸団体が平壌学生少年芸術団の活動を積極的に援助してくれて

いることを非常にありがたく思っています」 
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112．朝鮮の統一に協力を 

 

1978年10月21日、金日成主席は月刊誌『世界』安江良介編集長

と会見した。 

主席はまず、安江良介先生が朝鮮民主主義人民共和国創建30周

年に際してわが国を訪問されたことに深い謝意を表するとして、

帰国したら、岩波書店会長の岩波雄二郎先生と社長の緑川亨先生

に、共和国創建30周年に際して祝賀を送っていただいて感謝して

いるというわたしの挨拶を伝えてほしいと述べ、安江良介編集長

が提起していた質問に答えた。 

やがて主席の回答は朝日両国の関係問題へと移った。 

「これまでもいく度か述べたことがありますが、われわれが日

本政府と日本人民に望むことは、朝鮮の緊張緩和に役立つ行動を

してほしいということです。われわれは、日本政府と日本人民が

朝鮮の分断を助長するようなことをせず、隣国である朝鮮の統一

にプラスになるように行動してくれるよう望みます。 

現在、わが国と日本政府との間には関係が結ばれていませんが、

朝鮮人民と日本人民の間には文化・経済交流がかなり行われてい

ます。われわれは朝日両国人民間のこのような文化・経済交流が

今後さらに活発になり、発展するよう希望します。 

日本政府が今後、わが国に対してどのような態度をとるかは成

行きを見守るほかありません。 
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わたしは、あなたをはじめ日本のすべての人民は、朝鮮の南北

対立によって生じている現在のような緊張が緩和されることを望

み、朝鮮が平和的に統一されることを望んでいると考えます。 

われわれは、日本政府が朝鮮の統一を望む朝鮮人民と日本人民

の要求に耳を傾け、朝鮮の統一に協力する立場に立つよう望むも

のです。そのためには、日本政府が現在のように朝鮮の分断を助

長し、南朝鮮当局者の人民弾圧政策を支持する行動を中止しなけ

ればなりません。これが日本政府に対するわれわれの要求です。 

わたしは、日本政府がアジアの平和を願うならば、朝鮮に対し

て必ずこのような立場に立つべきであると考えます」 

話し終えた主席は、もっとお聞きになりたいことがあったら、

どうぞ質問してくださいと言い、編集長が改めて行った質問に一

問一答の形式で回答した。 

「……… 

問 今日本には、日中平和友好条約の調印が、朝鮮民主主義人

民共和国と南朝鮮に大きな影響を及ぼすのではないか、という見

解があります。 

主席は、この問題についてどうお考えでしょうか。 

答 われわれは、中日平和友好条約の締結を国家間の関係にお

いてありうる正常な慣例とみなしています。 

中日平和友好条約が朝鮮半島にどのような影響を及ぼすかにつ

いて言うならば、われわれはそれが朝鮮問題によい影響を及ぼす

ことはあっても、悪い影響を及ぼすことはないと考えています。 

われわれは隣国である中国と日本とが善隣関係を結ぶことを望
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んでいます。それゆえ、われわれは中国と日本との平和友好条約

の締結は、好ましいこととは思っても、よくないこととは考えて

いません。日本と中国とが善隣関係を結べば、隣国のわが国にも

よい影響を及ぼすことはあっても、悪い影響を及ぼすことはない

でしょう。われわれは中日平和友好条約が諸人民の平和の偉業に

有利でこそあれ、不利になることはないと考えます。 

われわれはすべての国が善隣関係を結ぶことを望んでいます。 

われわれは、日本政府が他の隣国とも善隣関係を結ぼうという

立場を表明していることに対し、好ましいことだと考えます。日

本は経済的に発展した国として、他の国と善隣関係を結ぶのは悪

くありません。とくに、世界的な原料危機によって日本の経済が

一部不振状態にある状況からして、他の国との関係を改善して打

開をはかるのはよいことです。 

われわれは、中日平和友好条約の締結は国家間の関係における

正常な慣例だとみなしています。それゆえわれわれは、中日平和

友好条約の締結についてそれほど憂慮していません。 

……… 

問 今日の日本政府の行動にてらして、主席は朝日関係改善の

問題が1971年や1972年当時よりもさらに悪くなっていると、お考

えでしょうか。 

答 朝日関係改善の問題に対する日本政府の立場については、

わたしよりもあなたのほうがよくご存じだと思います。 

われわれのみるところでは、朝日関係改善の問題に対する日本

政府の立場は、当時も現在も別に変わるところがないようです。 
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日本と南朝鮮とのゆ着関係はさらに深まったとみることができ

ます。だからといって日本政府が最近、朝鮮民主主義人民共和国

にとりたてて悪い態度をとったこともありません。 

しかし、日本の反動層は依然としてアメリカの戦略に従い『二

つの朝鮮』策動に追随しています。日本は現在アメリカの『二つ

の朝鮮』戦略にまきこまれています。日本はわが国に対して引き

続き非友好的な態度をとっており、民族分裂策動を進めている南

朝鮮当局者をいっそう支持しています。こうした点からみれば、

さらに悪くなったとも言えます。 

問 今春の日本社会党委員長の貴国訪問後、朝鮮の統一が実現

される前には日朝両国間の関係正常化はむずかしいのではないか

という世論が日本の新聞でだいぶ報道されています。 

主席は、これについて、どのようにお考えでしょうか。 

答 それについては朝日両国間の関係正常化をどのようなもの

としてとらえるかが問題です。 

朝日両国間の関係正常化ということを両国人民の友好関係を結

ぶ問題と見るならば、そのような関係を正常化するのはよいこと

です。朝日両国人民が文化、技術、経済の交流を行うことはよい

ことです。 

……… 

朝日両国間の関係において、さしあたって日本政府がわが国に

非友好的に接する側面を友好的に接するように是正すべきであり

ます。それで、わたしは先ごろ、日本社会党委員長がわが国を訪

れたときにも話したのですが、日本政府は朝鮮の分断を助長せず
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に朝鮮の統一に協力する立場に立つよう望むものです。もし日本

政府が朝鮮の統一に協力する立場に立つならば、朝日両国間の関

係は友好的なものになるでしょう。 

わが国の大使が日本に駐在し、日本の大使がわが国に駐在しな

ければ、両国間の関係が改善されないというものではありません。

現在の条件のもとでも、日本政府が朝鮮の統一のために努力する

ならば、それは朝日両国間の友好関係を示すものとなるでしょう。 

……… 

われわれは朝日両国間の関係を正常化するためには、日本政府

が朝鮮の緊張を緩和し、わが国の統一の実現のために努力するこ

とが必要であると認めます。われわれは、日本政府もいまやこの

ように考えるべき時がきたのではないかと思います。 

……… 

わたしの話を注意深く聞いてくださり感謝します」 
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113．旧友との再会だとして 

 

1979年５月５日、日本参観団一行に接見した金日成主席は、久

野忠治先生と安宅常彦先生の朝鮮訪問を歓迎する、旧友と再会で

きて非常に喜ばしく思っていると語った。そして「わたしの67回

目の誕生日を祝ってくださったことに感謝します。久野忠治先生

はわたしより２歳上ですが、年齢にくらべ元気に見えます」と言

い、「主席はお元気ですか」という彼らの質問に、「わたしも元

気です。われわれはまだなすべきことが多いのですから、健康で

なくてはなりません」と笑って答えた。そのあと主席は次のよう

に語った。 

 

「久野忠治先生は自民党ではじめて日朝友好促進議員連盟を組

織しました。われわれはそれを忘れていません。 

久野忠治先生は朝鮮の統一偉業に積極的な支持をよせており、

在日朝鮮同胞の民族的権利のための事業に大いに協力してくれて

います。われわれはこれを非常にありがたく思っています。 

われわれはまた、あなたが朝日両国人民の親善を深めるために

努力してくれていることをうれしく思っています。 

今わが国では、第35回世界卓球選手権大会が行われています。

この大会を契機に、世界の多くの国の人びとが平壌に来ました。

アメリカ、西ドイツ、イギリスのように、これまでわが国に来な
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かった国の人たちも来ました。このほかにも、これまでわが国に

来なかったいろいろな国の人たちが、たくさんやって来ました。

これは、朝鮮人民と世界の平和愛好人民との団結の強化に大きく

寄与するものと思います。このたび世界各国の人たちがわが国に

来たのは、非常に好ましいことです。 

……… 

つぎに、朝日両国間の関係について話しましょう。 

われわれは、朝日両国間の友好関係を発展させるために、久野

忠治先生と安宅常彦先生が多大の努力をなされたことに対し感謝

しています。 

朝日両国間の関係発展においては、いまなお解決を要する問題

が少なくありませんが、現在、両国間の関係は好ましく発展して

います。 

わたしは、日本の政界人士と各階層の人びとが、朝鮮の統一と

朝鮮半島の緊張緩和のために大いに努力されてきたことに感謝し

ており、今後とも、国の平和的統一をめざす朝鮮人民のたたかい

を積極的に支援してくれるよう希望します。 

朝鮮の緊張を緩和し、統一を実現することは、日本人民にとっ

てもよいことです。ですから、日本の自民党と社会党の各階層の

人士や人民が、祖国の統一をめざす朝鮮人民の偉業に支持声援を

よせてくれるものと信じています。 

朝鮮と日本両国間には、経済交流の可能な分野もたくさんあり

ます。 

わが国では、寒冷前線の影響により、ひところ電力事情が緊迫
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して、経済発展にある程度の支障をきたしました。しかし、近ご

ろ電力事情は完全に解決されました。またこれまで採掘工業を先

行させる方向で大いに努力した結果、難問とされていた事柄も解

決され、今では国の経済全般が活況を呈しています。 

われわれは現在、国の経済状態が好転するに伴って、対外貿易

を積極化する方向に進んでいます。 

われわれは、朝日両国の経済交流をいっそうさかんにすること

を希望しています。朝鮮と日本が経済交流を活発にすれば、お互

いの経済発展にとって大きな助けになるものと思います。わたし

が今年の新年の辞でも述べたとおり、われわれは対外貿易で信用

第一の方針を打ち出し、そのために努力しています。 

われわれは、社会主義諸国だけでなく、日本のような隣国や東

南アジアをはじめ第三世界諸国、他の資本主義諸国とも大いに貿

易を行うことを計画しています。 

わたしは、久野忠治先生がはじめてわが国にこられ、わたしと

談話をしたとき、朝日両国間で経済交流を広範に行うことができ

るといわれたことを、今でも記憶しています。 

このたびあなたがたがわが国の関係者と会い、今後、朝日両国

間で貿易をはじめ経済交流をいっそう活発にする問題について協

議してみるのがよいと思います。経済交流と同時に、文化交流も

活発にするのがよいでしょう。 

朝日両国間の人士交流も活発にすべきです。今年にはいっても

日本の多くの代表団がわが国を訪問しましたが、このような交流

は相互の理解を深め、両国の関係を発展させるうえで必要なこと
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だと思います。わたしは今後とも、朝日両国の代表団の交流をさ

かんにして、両国間の理解をいっそう深めるべきだと思います。 

われわれはこうすることにより、アジアの平和のために共同で

貢献すべきです。 

わたしは、このたび久野忠治先生がふたたびわが国を訪問され

たことを熱烈に歓迎し、あなたが朝鮮人民の統一偉業と朝日両国

人民の友好のため尽力されていることに対し、あらためて感謝し

ます。 

今後、朝鮮人民の統一偉業のため引き続き積極的に活動したい

というあなたがたのお言葉に感謝いたします。 

わたしは今日、あなたがたとこのように再会できたことを非常

にうれしく思っています。 

これからあなたがたがたびたびわが国を訪問されることを望み

ます。わたしは日本に行けなくても、あなたがたがたびたび訪朝

してくれれば、うれしく思います。わたしは、あなたがたを古く

からの親友として喜んで迎えるでしょう。 

日本に帰られましたら、日本のみなさんにわたしからの挨拶を

伝えてくださるよう望みます。とくに、宇都宮徳馬先生をはじめ

日本の知己に、わたしの挨拶を伝えてください。 

このたび久野忠治先生から貴重な贈物を頂き、たいへんありが

たく思っております。この贈物は国際親善展覧館に保管すること

にします」 
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114．朝鮮人と日本人は同じアジア人 

 

1979年５月13日、金日成主席は自由民主党所属参議院議員の大

鷹淑子氏に接見した。 

主席は、大鷹淑子先生がわが国を再び訪問されたことをうれし

く思う、先生を熱烈に歓迎するとして、はじめて彼女に会ったと

きのことを感慨深く振り返り、なごやかに話し合った。 

 

「先生とお会いしたときからすでに４年という歳月がすぎまし

た。わたしは、先生が1975年に田村先生といっしょにわが国にこ

られたときのことを今でもはっきりと覚えています。 

最近、祖国に来た総聯議長から、先生が民主主義的民族権利の

擁護と祖国の自主的平和統一をめざす在日朝鮮同胞のたたかいに

深い関心をよせており、朝鮮人民の祖国統一偉業を積極的に支持

声援してくださっているということをうかがいました。 

わたしは、大鷹淑子先生が朝鮮人民の正義の偉業を積極的に支

持声援し、朝日両国人民の友好・団結のために尽力されているこ

とに感謝します。 

先生は、このたびの訪問日程にゆとりがなくて、金
クム

剛
ガン

山を探勝

できずに帰られるとのことですが、わが国には金剛山をはじめ名

山がたくさんあります。白
ペク

頭
トウ

山や妙
ミョ

香
ヒャン

山も有名な山です。今後、

時間の余裕をとってまたわが国を訪ね、ゆっくり休息しながら金
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剛山も探勝されるようにしてください。 

……… 

先生は、朝鮮の男性と結婚して夫といっしょにわが国に来て暮

らしている日本女性が、なんの心配事もなく幸せで朗らかな生活

をしている姿を見て大きな感動を受けたことを日本人にかならず

伝えたいとおっしゃいましたが、結構なことだと思います。 

朝鮮人と日本人は同じアジア人であり、朝鮮と日本の風俗も似

ているので、朝鮮に来た日本の女性は、朝鮮人の生活にすぐ慣れ、

社会に進出しても人びととよくうちとけます。彼女らは朝鮮語も

上手です。いつだったか、わたしは朝鮮に来て暮らしている日本

女性に会ったことがありますが、彼女らは朝鮮語でよく話しました。 

朝鮮で暮らしている日本女性は、子どもたちをみな学校にやっ

て勉強させており、夫とむつまじく暮らしています。わが国に来

て暮らしている日本の某女性が先生に、自分の家庭には大学生が

７人もいると自慢したそうですが、そういう人はたとえぜいたく

な暮らしはできなくとも、一家に大学生が７人もおり、衣食住の

心配がないので満足しているのではないかと思います。 

わたしは数年前、わが国に来て暮らしているある日本女性に会

い、朝鮮に来て暮らしてみてどうかとたずねてみました。彼女は、

日本にいたとき夫はいくら働いても生活が苦しいので、よくやけ

酒を飲んでは自分に毒づき、なぐるときさえあったが、朝鮮に来

てからは、生活に心配がないのでよく働き、酒もすこししか飲ま

ず、自分を大切にしてくれるといっていました。そして、朝鮮に

来て暮らすようになってからは、衣食住や子どもの教育の問題で
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心配することがなくなっただけでなく、夫になぐられなくなった

のでとても幸せだというのでした。 

わたしが彼女に、わが国の軽工業製品をはじめ一部の製品は、

日本の製品にくらべて劣っているから、そういうことで生活に不

便な点があるのではないかと聞いたところ、日本の商店にはぜい

たく品は多いが金のない人にはそれが買えない、朝鮮の商店には

ぜいたく品は少ないが生活に必要なものはそろっており、価格も

安いので、朝鮮に来てなんの不便もなく暮らしているといいました。 

先生が提起した、朝鮮在住の日本女性を日本にいる父母に会わ

せる問題は、わが国と日本政府が相互主義の原則により十分実現

できる問題だと思います。わたしは今後、朝日両国間に観光客が

行き来して親善往来がさかんになれば、この問題も解決されるの

ではないかと思います。 

……… 

日本人民に伝えることはないかという先生のお言葉ですが、わ

れわれは日本人民との親善・団結を強めるために努力しています。

われわれは最近も、しけにあった日本漁船の船員たちの便宜をは

かってやったことがありますが、それは朝日両国人民の親善・団

結のために好ましいことであると思います。 

日本は、わが国と地理的に近い隣邦です。今日朝日両国の人民

は、ともに東北アジアの平和のために努力しています。 

われわれは、日本人民が、祖国の平和的統一をめざす朝鮮人民

の闘争を積極的に助け、朝日両国人民の親善・団結のために努力

してくれるよう望みます。われわれのこのような願いを日本人民
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に伝えてください。 

日本政府も、朝鮮の平和的統一に有利な環境をつくりだすため

努力すべきでしょう。 

先生が帰られましたら、朝鮮人民の平和統一偉業に支持声援を

よせている日本人民に、わたしの挨拶をお伝えください」 

 

主席にまた会い、懇切な言葉を聞いて大鷹淑子氏は感激した。 

朝鮮人と日本人は同じアジア人である！ 

なんと偉大な方であろうか、人類愛のいかに大きい方であろう

かと、大鷹淑子氏は心の中で反芻した。 
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115．心臓の鼓動が止まるまで 

 

チュチェ思想国際研究所理事長の安井郁氏は、思いもかけぬ不

治の病にかかり、治療に専念したが、病魔は容赦なく氏の体をむ

しばんだ。年は明けて1979年に入ったが、病は重くなるばかりだ

った。氏は病床にあって、１年前、入院して間もない頃の出来事

を感慨深く振り返った。 

忘れもしない1978年４月某日。 

入院室のカーテンが春風にそよぎ、看護婦の心づくしの鉢植え

のきれいな花が香気を放っている。そのみずみずしい花を羨まし

げに眺めていたとき、韓
ハン

徳
ドク

銖
ス

総聯議長が静かに入ってきた。 

「金日成主席が安井先生の病気を心配されて贈ってくださった

お見舞いの言葉と薬剤を持って参りました」 

「えっ、金日成主席がですか」 

氏は絶句し、やがて夫人の助けを借りて正装した。 

「金日成主席が贈ってくださった貴重な薬を寝たまま頂くぶし

つけ……面目次第もありません」 

氏の頬は涙に濡れた。 

主席の愛情に力を得て、氏の病状は好転し始めた。 

このような状況のなかで、氏が畢生の事業として推し進めてき

た国際的学術研究団体――チュチェ思想国際研究所が創立され、

その活動はいっそう活気を帯びた。 
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病床にあっても、チュチェ思想国際研究所理事長に就任した氏

は、一日に何度も電話を入れ、あるいは事務局員たちを呼んで、

研究所の活動に助言を与えるなど指導を続けた。 

ところが病状は再び悪化し始めた。 

安井氏は考えた。 

尊敬する金日成主席のために、チュチェ思想の研究・普及のた

めに自分がこれからできることはなんだろうか、と。 

このとき氏の脳裏にひらめくものがあった。 

「チュチェ思想よ！ 全世界に根をおろせ！」 

歴史的な平壌討論会の席上、大洋州から参加した一代表のアピ

ール！ それは、氏の信念でもあり、使命ともしていたアピール

であった。 

そうだ、この信念を堅持し、具現するうえで自分がいまできる

ことは何か？ こう自問した氏は、チュチェ思想の研究・普及活

動の日々に執筆し、講演した資料を整理し、１冊の本にまとめて

出版しようと思い立った。 

『朝鮮革命と人間解放』――やがて刊行されるであろう本書を

通して氏は、若い世代が自分のように紆余曲折を経ることなく、

チュチェの大道を真っすぐに進めるよう助けようと思った。 

こうして１カ月が経ち、２カ月が過ぎた。 

病床にあっても主席をしのび、一字一字書きつづる安井郁氏の

姿は、チュチェ思想を志向する進歩的人士たちに大きな力を与えた。 

1980年２月末のある日。 

永世病院３階入院室の一室には臨終を前にした氏の姿があった。 
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枕元には安井夫人と雄山閣編集長が腰かけていた。 

二人は、図書『朝鮮革命と人間解放』の序文を口述する安井氏

の言葉を録していた。 

氏はそれを自分の手で書きたかったのだが、もはやそれだけの

体力もなかったのである。 

「本書は、わたしの生の記録であり、同時に、共和国の同志た

ちと友人たち、日本の同志たちと友人たちとの連帯のしるしとし

て……」 

一言一言かろうじて語る氏の言葉を書き取る夫人の目も、編集

長の目も涙にかすんでいた。 

安井郁氏は序文だけでなく、その活字の大きさや表紙の装丁に

ついても意見を述べた。話し終えて「フーッ」と安堵の息をつく

氏の姿に、看護婦も涙を流した。 

安井氏は、夫人と編集長の顔をもどかしげに見つめた。 

それが何を意味するかをさとった編集長は氏の両手を取り、本

はきっと出版するから心配しないでくださいと、うるんだ声で言

った。 

「金日成主席の恩愛にむくいることができずに逝くのが残念だ

……」 

この言葉を最後に、安井郁氏の心臓は鼓動を止めた。 

1980年３月２日のことである。 

金日成主席は、安井郁氏の訃音に接し、悲痛な思いをこめて弔

電を送った。 

「先生が生存中日本人民の民族的尊厳と権利を守り、自主性を
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志向する世界人民の親善と理解をはかる崇高な事業に残した貴い

業績は、朝鮮人民とすべての善良な平和愛好人民の記憶に永遠に

残るでしょう」 

安井郁氏をその生前には人生の蘇生の喜びと真なる闘争の道を

教え、導き、訃音に接しては氏の名を呼んで悲しみ、生前の功績

を高く評価した金日成主席。 

世界の平和と友好親善を実現する道で生命も惜しまずにたたか

っている真実の人たちを温かく見守る主席の徳望は実に巨大なも

のであった。 
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116．労働者代表の感動 

 

槇枝元文氏は、朝鮮を４回にわたって訪問している。 

第一回目は、1972年、日教組委員長当時、日教組代表団長とし

て、第２回目は1980年総評議長当時、単産委員長クラス７名が参

加した代表団を編成して、第３回目は1986年、朝鮮統一支持日本

委員会代表団７名の編成で、第４回目は1991年７～８月、朝鮮統

一支持日本委員会訪朝団61名の団長として「日朝友好親善の船」

で、日朝文化交流協会訪朝団並びに日本教職員チュチェ思想研究

会訪朝団とともに訪朝した。 

以下は、氏が1980年９月、第２回目に訪朝した当時を回想して

綴った記録である。 

 

「『朝鮮統一第２回世界会議』を東京で開催した翌年の1980年

９月、朝鮮職業総同盟の招きで朝鮮を訪問した。 

世界会議を引き受けるホスト団体が総評であり、当時総評議長

であった私は、世界会議の日本準備委員会を組織して大会を成功

させるために東奔西走した。というのは福田内閣が朴
パク

政権からの

圧力によって、この世界会議を阻止または流会させるための政治

的謀略をめぐらして、あらゆる妨害を企てたからである。 

とくに朝鮮民主主義人民共和国の代表団をはじめとする海外か

らの代表に対する入国拒否がその最後的手段であった。私は外務



 

 215 

省、法務省との政治折衝をつづけ、最終的に世界会議を開催する

という突破口を切り開くため、止むなく『会議において日本政府

の政策を批判しない』という念書を入れて、ようやく11国際組織

と59ヶ国の外国代表124名を迎え入れ、世界会議の開会冒頭、私は

日本準備委員会を代表して要旨次のような挨拶を行った。 

『日本政府は最後まで朝鮮民主主義人民共和国代表団の入国を

拒否し、皆さんの入国に対しても日本政府とアメリカ政府及び朴

政権への批判を行わないなどの条件を出すなど、皆さんに非常な

屈辱とご迷惑、ご心配をかけたが、日本は民主主義国家であり、

日本国憲法には、言論、集会の自由が明記されている。したがっ

て何ものにも拘束されることなく、自由に民主的な討議を通じて

この国際会議を成功させてほしい。日本政府に対する一切の責任

は私が負う』と。 

会場は満場の拍手に包まれ、それまでの深刻な雰囲気を吹き飛

ばして明るさが漂ったものである。もちろん世界会議終了後、私

が法務省に呼ばれて始末書を書け、書かないという一幕はあった

が兎にも角にも世界会議を成功裡に終わらせることができたので

ある。 

その翌年の訪朝であっただけに、訪問する側も、また迎え入れ

る側も感慨ひとしおのものがあった。平壌空港に着くや音楽隊を

先頭に数百人の出迎えを受け、空港控室で出迎えの朝鮮職業総同

盟中央委員長から開口一番、『昨晩、金日成主席に急遽呼ばれ、

〝槇枝議長は日本では大変多忙で休む暇もない人だから、朝鮮で

は静かな場所でゆっくり静養して貰いなさい〟と云われ、宿舎も
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急遽平壌市内から、静かで美しい湖のほとりの招待所に移しまし

た』と、非常な配慮を頂いた。 

金日成主席との会見は、９月10日午後５時から７時30分まで約

２時間半行われた。後半の一時間は席を改めて夕食を共にしなが

らの会談であった。 

先ず金日成主席は、私ども総評代表団に対して次のように述べ

られた。 

『総評が朝鮮の自主的平和統一に努力していること、また南朝

鮮の金大中氏らの救出と民主化運動を繰り広げていることに敬意

を表し感謝する。 

金大中氏は世界中の人が知っているキリスト教信者である。全

斗煥は金大中氏に共産主義者の濡れ衣を着せて殺そうとしている。

全斗煥は自分にとって都合の悪い者はすべて共産主義者だという

レッテルを貼る。 

南の当局者は、北からの脅威を口実にしてアメリカ軍の南朝鮮

からの撤退を止めようとしている。われわれには南進の意思は全

くない。また社会主義をおしつけるつもりもない。 

世界情勢は複雑であるが、諸国人民のたたかいは前進している。

第２次世界大戦後多くの植民地が独立した。アメリカの脅威は低

下し、同盟国もアメリカの言いなりにはならなくなっている。 

日本も第三世界の諸国との関係を深めようとしている。しかし、

そのためにはその国の人民の利益を侵害してはならない。古い経

済秩序による搾取ではなく、新しい経済秩序による互恵の原則が

重要である。ただ第三世界や非同盟諸国の弱点は、民族幹部（自
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国の指導者・技術者）をもっていないことである。また技術の神

秘主義、先進国への崇拝思想がある。したがって、もっと自主性

の意識を高める必要がある。 

朝鮮人民と日本人民の運命はつながっている。南朝鮮の政権は

人民の支持のない冠である。その冠をぬげないように結んでいる

紐の一本はアメリカであり、もう一本は日本である。このどちら

か一方の紐が切れたら冠はとんでしまう』と。 

以上の金日成主席のご意見に対し、私は先ず今回の総評代表団

の訪朝に対する主席の格別のご配慮に感謝の意を表した後、次の

ように述べた。 

『共和国はいま全労働者の力を総動員して経済建設をすすめて

おり、南進の考えのないことは事実によって理解する。 

私は昨年ケニアを訪問したが、日本の経済援助によるあらゆる

建設工事現場の指導者の殆んどが日本人であった。その点朝鮮の

職場は、幹部も技術者もすべて朝鮮人民である。 

われわれ総評は、経済協力の名のもとでの日本企業の進出や利

益をむさぼるための資本輸出には反対しており、むしろ第三世界

や非同盟諸国の労働者との提携や技術協力を進めるべきだと考え

ている。 

また、総評が朝鮮の自主的平和統一を支持し、その行動に連帯

しているのは、朝鮮民族の悲願の達成と同時に、朝鮮半島におけ

る平和と自主・独立を達成することによってアジアの平和を確保

せんがためである。 

とくに総評は、朝鮮の自主的平和統一を三つの観点から進めて
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いる。 

その一つは、日本政府に対し、全斗煥の支援、日韓癒着、共和

国敵視の政策をやめさせること。第２は、南朝鮮の民主主義回復

のたたかいを支援し、激励し、これを推進すること。第３の観点

は、国際的な世論を高め、二つの朝鮮固定化の政策に反対し、朝

鮮の自主的平和統一を達成するための世界的な圧力を強めること

である。 

このため、昨年11月の東京における〝朝鮮統一支持第２回世界

会議〟につづいて、今年11月に予定されているアルジェにおける

〝第３回世界会議〟を成功させたいと考えている』と。 

また夕食懇談会の席上、金日成主席は、『私は現地指導に多く

の時間を費やしている。その理由は、労働者から教えられること

が多いからである。現場の労働者の意見を聞くことによって政策

的誤りを犯さなくなる。誤りは主観主義からはじまる。主観主義

こそ官僚主義の第一歩である』と述べられた。 

夕食懇談会では、山に生えている野生の豆からつくったという

主席自慢の酒でもてなしていただき、和気藹々のうちに楽しい時

間を過ごした。 

私は最後に『日本の総理大臣と労働者の代表が共に食事をする

なんて考えられもしないことである。こうして共和国に招かれて、

このように主席と親しく酒席を共にできたことは私にとってこの

うえなき光栄であり、生涯の思い出となることです』と鄭重な感

謝の意を述べてお別れした」 
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117．温かい、人間愛にみちた人柄 

 

日本社会党中央執行委員会委員の船橋成幸氏は、1978年５月、

飛鳥田委員長を団長とする社会党第５次訪朝団に加わって朝鮮を

訪れて以来、80年末～81年初、81年３月、87年９月と４度訪朝し、

そのつど金日成主席の接見を受けた。 

以下はそれら４度にわたる訪問で覚えた感激の一端を綴った回

顧談である。 

 

「金日成主席にお目にかかったのは、1978年５月、飛鳥田委員

長を団長とする社会党第５次訪朝団に加えて頂いたときが初めて

である。飛鳥田さんはすでに横浜市長時代、主席と長時間にわた

って語りあかした経験をもっており、その思い出話を私も折にふ

れて繰り返しうかがっていた。だから、初めて主席の謦咳に接し

ても、まるで旧知の方にお会いするような懐かしい気持ちが湧き

あがるのを抑えることはできなかった。 

飛鳥田さんは、金日成主席の朝鮮革命と社会主義建設における

燦然たる業績を心からたたえ、深い尊敬の念を抱いていた。横浜

での市民集会や全国各地における遊説のなかで、朝鮮民主主義人

民共和国の子供たちがどんなに大切にされているか、女性の地位

と役割がどれほど尊重されているか、数々の建設事業のなかで人

民の暮らしにどんなにキメ細かな気配りがなされているかなど、
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具体的な事例を挙げて熱心に訴えてやまなかった。そしてかなら

ず、例のソフトな語り口で付け加えるのだった。『私が金日成主席

に惚れこんだのは、単にその業績が偉大ですばらしいからだけで

はありません。巨きく、温かく、人間愛にみちた主席のお人柄に

魅了され、血のつながる兄弟のような親しみを感じている、それ

が正直な実感です』 

飛鳥田さんのこの思いが幾らかでも伝わっていただけに、初め

ての場でとりとめもないことを申し上げながら、私もまた、主席

から寄せられる眼差しと微笑み、闊達なお話ぶりなどの一つひと

つに身のしびれるような感動をおぼえ、人間的な奥深い連帯と尊

崇の念を胸に灼きつけることになった。私はその後、81年３月に

『東北アジア非核・平和地帯創設に関する共同宣言』調印のため

飛鳥田委員長に再度随行し、また、87年９月には土井たか子委員

長の訪朝団にも加えて頂き、そのつど親しく主席の温容に接する

機会に恵まれたが、最初に抱いた私の思いはますます深まるばか

りだった。公式の訪朝のほかに、私は飛鳥田委員長の使いとして

一人で共和国を訪れたことがある。1980年の暮れから81年の正月

にかけて、数日間を平壌で過ごしたが、大晦日の夜、少年少女、

学生の演舞団が新年祝賀の公演をやるので観にいきましょうと誘

われ、その劇場で思いもかけぬできごとに際会した。というのは、

私の座席はちょうど金日成主席の真後ろに設けられ、ほんの２～

３メートルを隔てて主席の観劇の御様子が手に取るようにうかが

えるのである。見ると、主席のお隣りにどなたか小柄な年配の方

がいらっしゃる。主席はその方にたいそう気を配られ、合間にお
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茶を注がれたり、いろいろと説明をなさっておられる趣である。

ほんとうに親身な、いたわりのお気持ちがこもる情景である。 

私はすっかり驚いてしまった。主席がそれほどまでに親しく、温か

くもてなしていらっしゃるのは、いったいどんなお方なのだろうか。 

その疑問をどうしても抑えきれず、宿舎に帰って係の人にそっ

と尋ねてみた。お客様は、カンボジアのシアヌーク殿下であると

のことである。主席は、シアヌーク殿下とその御家族のために平

壌市内でりっぱな邸宅を用意され、時おり、こうして手厚くもて

なしておられるというのだ。 

それを聞いて私はもう一度、驚嘆した。その頃、カンボジア情

勢の展望はまだ暗く、シアヌーク殿下はむしろ不遇の時を過ごし

ておられた。その不遇の殿下を金日成主席がこんなにまで親身に

迎えいれ、敬意と情愛をつくしておられるとは、まったく私ども

の想像を超えたことであった。直接その情景にふれて、私は言い

ようもなく感激し、主席の限りなく寛い、温かいお人柄にけっし

て消えることのない感銘を受けたのである。今日、アジア地域で

一つの歴史が終わり、新しいもう一つの歴史が始まろうとしてい

る。この壮大な転換のときに、日本国と朝鮮民主主義人民共和国

の国交を正常化し、朝鮮の自主的平和統一の達成に邁進すること

が日朝両国民にとって火急の絶対的な課題であり、そのことなし

に、光明に向かって歴史の扉を開くことはできない。 

尊敬する偉大な指導者金日成主席は、そうした課題の達成を生

涯の大目標としておられる。主席がお元気でご活躍のうちに、私

たちは何としても平和な新しい朝鮮、新しいアジアの姿を創りあ
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げ、大いなるよろこびを共にさせて頂きたいと念願する。そして

そのために、日本社会党も、そのささやかな一員である私自身も、

骨身を削らなければならないと思う」 
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118．日本社会党代表団との会見 

 

1981年３月14日、金日成主席は党中央執行委員会飛鳥田委員長

を団長とする日本社会党代表団と会見した。 

「今日の日本社会党代表団との会談は重大な問題を討議する会

談なので、わたしが直接参加しました。 

わたしは、わが国を訪問した飛鳥田委員長先生を団長とする日

本社会党代表団を今一度熱烈に歓迎します。わが党が日本社会党

代表団を熱烈に歓迎するのは当然なことです」 

こう言って主席は、代表団の一人ひとりを見回して次のように

語った。 

「昨日の宴会でも述べましたが、飛鳥田委員長先生と日本社会

党の幹部のみなさんは、朝鮮人民のたたかいを積極的に支持声援

してくれています。われわれはこれに対し感謝の念をいだいてい

ます。 

飛鳥田委員長先生と日本社会党の幹部は、朝鮮人民の間に広く

知られています。飛鳥田委員長先生がアジアの平和を維持するた

め各方面にわたって努力しており、とくに朝鮮の平和統一を支持

して大いに活動されていることに対し謝意を表します。 

……… 

飛鳥田先生と日本社会党のみなさんが金
キム

大
デ

中
ジュン

救出運動を積極

的に繰り広げた結果、幸いにも彼の生命は救われました。われわ
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れは、あなたがたが現在も金大中救出運動を展開しているという

ことを聞いて深く感動させられました」 

このあと、金日成主席と日本社会党代表団の間には重要な問題

が論議された。 

その時に語った主席の言葉は、朝日関係問題と国際関係問題に

おいて指針とすべき内容で貫かれていた。 

主席の話の内容は次のとおりである。 

「飛鳥田委員長先生の情勢分析は的確であると思います。 

われわれは、日本社会党が現情勢に基づいて実施している政策

を支持、賛同します。 

現情勢に対するあなたがたの見解はわれわれの見解と一致し、

現情勢に対処して日本社会党のとっている方針はわが党の闘争方

針と大同小異です。 

あなたがたと同じように、われわれも今、日米『韓』の軍事一

体化が積極的に進められていることを憂慮しています。日米『韓』

の軍事一体化を実現しようとする企図は、『北からの南侵の脅威』

の口実のもとに日米『韓』軍事同盟を結び、南朝鮮を永久に占領

するためのアメリカ帝国主義者の陰謀であると思います。アメリ

カはレーガンが大統領の座についてから、この反動的な陰謀をさ

らに露骨におし進めています。レーガンがいかに反動的であるか

は、彼が大統領就任後、南朝鮮人民があれほどまで憎悪している

軍事ファッショ独裁者である 全
チョン

斗
ドゥ

煥
ファン

を、いちばん先にアメリカ

に招いたことにも明白にあらわれています。 

アメリカ帝国主義者が日米『韓』の軍事的結託をさらに強化し
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ようとする目的は、『北からの南侵の脅威』を口実に、南朝鮮を

彼らの軍事基地として掌握し続け、日本の軍事力を増強してソ連

の『南下政策』を阻もうとするところにあると思います。飛鳥田

委員長先生の前回のわが国訪問のときにも話したことがあります

が、日米『韓』の軍事一体化を急ごうとするアメリカ帝国主義者

の基本的目的は、日本の対馬と南朝鮮の鎮
チン

海
ヘ

湾の間のソ連軍艦の

通過を阻もうとするところにあります。 

アメリカ帝国主義者は、ソ連に反対しようというスローガンを

前面にかかげることができないので、『北からの南侵の脅威』と

いう口実をもうけて南朝鮮を占領し続けており、ソ連が日本を侵

略するおそれがあるという口実のもとに、日本の軍事力を増強す

るよう要求しています。アメリカのこのような策動はアジアの平

和を脅かし、朝鮮人民と日本人民の平和な生活を脅かすものです。

われわれは、この問題についてあなたがたと完全に見解をともに

しています。 

今アメリカ帝国主義者は、南朝鮮でチーム・スピリット81とい

う軍事演習を繰り広げています。彼らは毎年、春になるとこのよ

うな軍事演習を繰り広げています。ところが、彼らが毎年繰り広

げる軍事演習は、その規模がしだいに拡大しています。今年は昨

年に比べ、さらに多くの兵力を南朝鮮に引き入れました。昨年よ

り飛行機もさらに多く配備し、軍人もさらに多く引き入れました。 

アメリカは、毎年繰り広げる軍事演習を口実に、南朝鮮に爆弾、

砲弾、弾薬、燃料油やその他の軍事装備を大量に搬入し蓄えてい

ます。彼らは、実際に軍事演習に必要なものよりさらに多くの軍
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事装備を南朝鮮に搬入して蓄えています。これはアメリカが今後、

朝鮮で戦争を引き起こす準備を進めていることを示すものです。 

アメリカが南朝鮮で戦争準備を完了したあとは、彼らの傀儡、

戦争狂をそそのかして戦争の火口に火をつけるおそれがあります。

とくに全斗煥のような戦争狂は非常に危険な人物です。 

われわれは、このような事態に対して警戒心を高めなければな

らないというあなたがたの意見にまったく賛成であり、われわれ

もやはり警戒心を高めています。 

今日の情勢は、わが国で戦争が起こる危険が恒常的に存在して

いることを示しています。 

もちろん、われわれは『南侵』する考えをもっておらず、先に

戦争をしかけることもないでしょう。もし、わが国で戦争が起こ

れば、それは世界大戦になりかねません。われわれは朝鮮で起き

た戦争のために世界大戦が起こるのを望みません。 

朝鮮において戦争の危険が大きくなっていることに対し両党が

警戒心を高め、日本人民と朝鮮人民、アジア諸国人民を立ち上が

らせ、朝鮮で戦争が起こらないようにするための運動を展開する

のはきわめて重要なことです。 

今世界各国の人たちは、朝鮮の緊張した情勢からして戦争が起

こりうるということと、そしてそれがただちに世界大戦に燃えひ

ろがるということをまだよく理解していません。とくにヨーロッ

パ諸国の人たちがこれをよく認識していません。 

ただいま飛鳥田委員長先生もお話しになりましたが、日本社会

党のみなさんがヨーロッパの各社会党、社会民主党を通じてその



 

 228 

地域の人々に、朝鮮で戦争が起こる危険が恒常的にただよってい

ることを正しく認識させるため、積極的な活動を繰り広げる必要

があると考えます。 

日本の軍事力増強に対しても憂慮せざるをえません。日本の軍

事力増強に反対して展開している日本社会党のたたかいは正当で

あり、われわれはそれを全面的に支持します。 

わたしは、日本の自由民主党代表団がわが国を訪問したさい、

日本が軍国主義の道に進んではならないということを幾度も話し

ました。日本が軍国主義の道に進めば、第三世界諸国、発展途上

諸国から孤立するでしょう。 

人民をふるいたたせ、日本の軍事力増強に反対する日本社会党

の闘争は、第三世界諸国の人民だけでなく、全世界の平和愛好人

民の支持を受けるものと思います。 

……… 

わが国の統一問題について話そうと思います。 

われわれは、第６回党大会で自主、平和統一、民族大団結の３

大原則に基づいて国の統一を実現する方針を提示し、その方途と

して高
コ

麗
リョ

民主連邦共和国創立の方案を示しました。 

われわれは今回、高麗民主連邦共和国が自主、中立、非同盟、

平和愛好の国となるであろうことを明らかにしましたが、これは

世界各国人民の共感を呼んでいます。世界各国の人民は、われわ

れの新たな祖国統一方案に対し、これこそはだれにも受け入れら

れる、もっとも公明正大な方案であるといっています。 

南朝鮮の民主人士も、われわれの新たな祖国統一方案を受け入
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れています。また、アメリカ、カナダ、西ドイツ、フランスをは

じめ海外の多くの朝鮮同胞もわれわれの祖国統一方案を支持して

います。日本にいる朝鮮同胞はいうまでもありません。 

われわれの提案した国の平和的統一のための新しい方案が広範

な支持を受けているのは、非常によいことだと思います。 

……… 

われわれは、北と南の平和会談の扉を閉ざしたのではありませ

ん。われわれはいつでも南朝鮮側と会談する用意ができており、

会談の扉を開いています。しかし、全斗煥はわれわれとの会談の

対象から除外しています。南朝鮮で全斗煥のようなファッショ分

子でない他の人が『政権』の座につくなら、われわれは彼と会談

を行うでしょう。 

われわれの主張は、南北当局者間の会談はただちに行えないと

しても、北と南の各階層人士の参加する大民族会議をすみやかに

開こうということです。しかし、南朝鮮側はこの要求にすぐさま

応じる気配がありません。したがって、もうすこし様子を見なが

ら条件をととのえるべきではないかと思います。 

今南朝鮮は、政治的、経済的にきわめて困難な状態にあります。

南朝鮮の経済状況は非常に険悪です。南朝鮮の経済は日本とアメ

リカの経済に従属しています。 

……… 

先にも話したように、わが党は日本の中立、非同盟、平和をめ

ざす日本社会党の政策を全面的に支持します。 

われわれはまた、あなたがたが朝鮮の統一を支持する運動を各
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方面にわたって繰り広げていることを満足に思っており、みなさ

んに謝意を表します。 

現在の全般的な国際情勢を分析してみると、戦争が起きる危険

があるとみなすことができます。だからといって、ただちに戦争

が起きると断言することもできません。アメリカではレーガンが

大統領の座につきましたが、世界の人民はみな戦争に反対してお

り、またアメリカ自身にしても深刻な政治的・経済的困難に直面

しているので、ただちに戦争を起こすことはできないでしょう。

アメリカ当局者は今いろいろと好戦的な言辞を弄していますが、

かつて朝鮮戦争とベトナム戦争で苦い教訓を得ているので、むや

みにきなくさい火遊びをすることはむずかしいのではないかと思

います。 

ただちに戦争が起こらないとしても、われわれは戦争が起きる

危険があるということを前提にし、それを防止するための闘争を

繰り広げるべきです。戦争が起きてからそれに反対してたたかう

より、戦争が起きる前に戦争を防ぐためにたたかうのがより重要

です。したがって、両党が戦争に反対し、平和をかちとるための

運動をたえまなく繰り広げる必要があると考えます。 

わたしは、日本社会党が今年の憲法記念日を契機に平和運動を

いっそう力強く繰り広げようとしているのは、非常によいことで

あると思い、それを積極的に支持します。 

……… 

現在、すでにかちとった国の独立を固守するという第三世界諸

国の立場は確固たるものです。しかし、それらの国が独立を固守
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するうえにはいろいろな問題があります。 

第三世界諸国がかちとった独立を固守するためには自立的民族

経済を建設しなければなりませんが、それらの国はまだ自立的民

族経済を建設していません。 

第三世界諸国の人たちは、自立的民族経済の建設において大国

の援助を望んでいます。そうしながらも彼らは、大国の援助を受

けると、その代価として政治的自主権を失うのではないかと心配

しています。 

したがって、わたしは、日本政府をして自立、平等、互恵の原

則で第三世界諸国に経済・技術協力を行わせようとする日本社会

党の立場は正しいと思います。 

日本は軍国化の方向に進むのではなく、軍国化に費やす資金を

非同盟諸国に提供し、それらの国が自立的民族経済を建設できる

ように援助すべきです。そうすれば、日本が非同盟諸国との連帯

を強め、日本がなめている経済的難関を打開する有利な条件がつ

くられるでしょう。 

最近、多くの非同盟国の元首が日本を訪問しています。昨年は

ザンビア大統領が訪日し、近日中にタンザニア大統領の訪日が予

定されています。タンザニア大統領は日本訪問後わが国も訪問し

ます。彼がわが国を訪問するのは２度目です。 

非同盟諸国、発展途上諸国、困難な状態にある国ぐにはみな日

本の経済援助を求めています。これは日本社会党が日本軍国主義

に反対するうえできわめて有利な条件となると思います。あなた

がたが、日本政府をして国の軍国化に資金を使うのでなく、発展
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途上諸国に経済援助を与えて日本の経済難を打開し、それらの国

との友好関係も維持するようにすれば、よい結果をもたらすこと

ができるでしょう。日本が第三世界のより多くの国と友好関係を

結べばよいでしょう。 

あなたがたは、日本政府をして発展途上諸国に与える援助を他

の列強の援助と異なった条件で行うようにするためたたかうべき

です。言いかえれば、日本は列強が発展途上諸国に援助を与えて

要求する条件よりゆるやかな条件を出し、それらの国を友好的に

援助するようにすべきです。 

……… 

わが国の社会主義建設の状況について簡単に触れておきましょう。 

現在、わが国では社会主義建設がスムーズに進められています。

もちろん、社会主義建設の過程には難関も少々ありますが、それ

は十分克服できる難関であり、発展途上に生じる難関です。もし、

われわれが速く前進せず腕をこまぬいているならば、困難な問題

は生じないでしょう。われわれが速く発展しようとするので、そ

の過程で一部困難な問題も生じるのです。人民の高い革命的熱意

と積極的なたたかいによって、今後わが国の社会主義建設はさら

に速く発展するでしょう。 

わたしはこの機会に、日本社会党がわが党第６回大会に高位級

代表団を派遣してわれわれの党大会にいっそうの光をそえ、党大

会の成果を祝ってくれたことに対し、飛鳥田委員長先生をはじめ

みなさんに感謝します。 

わたしが今日あなたがたにお話ししようと思った問題は、だい
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たい以上のとおりです。 

飛鳥田委員長先生をはじめみなさんが、わたしの話を注意深く

聞いてくださったことに対し謝意を表します」 
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119．高木健夫氏の遺言 

 

『領導の芸術家 金日成』第３部『満州遊撃戦記』の執筆に取

り組んでいた高木健夫氏は、脱稿を前にして病に倒れた。 

余命いくばくもないと覚悟した氏は、病床にありながらも渾身

の気力をふりしぼってペンを走らせた。 

「書かねばならない…最後まで…」 

歯をくいしばり、氏は一字一字書き進んだ。 

こうして氏はついに第３部を書き上げた。 

金日成主席が展開した抗日大戦の歴史的勝利につぐ祖国への凱

旋――それは満州の広野における日本帝国主義軍隊の敗亡の歴史

を綴ったものであった。 

氏はめがねを外して額の汗をぬぐい、数人の知友と門弟を枕元

に呼び寄せた。 

氏は彼ら一人ひとりの顔を見つめて、とぎれとぎれに言った。 

「朝鮮民族は…朝鮮民族は…偉大な金日成主席を…中心にして

…必ず統一を…成し遂げるだろう。これは…歴史が進む方向だ。

日本人は…日本人は…それを妨げては…絶対に…ならない」 

氏は最後の力をふりしぼった。一瞬その目がキラリと光った。 

「わたしは…金日成主席がおられる…平壌で目をつぶりたい」 

この一言を最後に高木氏は静かに息を引き取った。 

友人や門弟たちは言葉もなく涙を流した。多くの日本人から愛
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された正義の人高木健夫氏。氏がこんなにも早く世を去ろうとは

誰が思ったろうか。 

1981年６月８日、金日成主席は高木健夫氏の訃報に接した。 

日本の親しい友人をまた一人亡くしたと深い悲しみにつつまれ

た主席はやがて気を取り直し、氏の遺族に宛てて自身の名で弔電

を送った。 

主席はこれにとどまらず、共和国の当該社会団体にも弔意を表

するよう措置を講じるなど、氏の葬儀を立派に行えるよう配慮した。 

日本の一記者であった高木健夫氏を親友として手厚くもてなし、

変わることなく正義と良心の道を進むよう励まし導いたばかりか、

氏の訃報に接しては悲痛の涙を流し、その霊前に献花して冥福を

祈った金日成主席。主席のこの温情に見守られて、高木健夫氏は

今も朝鮮人民の心の中に永生しているのである。 

氏が臨終を前にして語った言葉――朝鮮民族は金日成主席を中

心にして必ず統一を成し遂げるだろう…… 

氏のこの遺言は、自主性の大河が滔々と流れるわれわれの時代

の大空の彼方に、良心の宣言、真理の宣言としていつまでもこだ

ましている。 
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120. 青年問題を解決した朝鮮 

 

1981年10月23日、『労働新聞』には、朝鮮の自主的平和統一を

支持する日本大阪青年連帯委員会代表団団長の次のような内容の

文が掲載された。 

 

――われわれは朝鮮社会主義労働青年同盟第７回大会を慶祝す

るために、朝鮮民主主義人民共和国を訪問する大きな光栄に浴

した。 

朝鮮社会主義労働青年同盟第７回大会にわれわれ代表団が招か

れたのは、日本の進歩的青年に対する朝鮮労働党と政府の大きな

信頼と配慮によるものだと思う。 

われわれ代表団は、これに対し偉大な金日成主席と親愛なる

指導者金正日書記に心からの感謝を捧げるものである。 

今、朝鮮人民は偉大な領袖金日成主席と親愛なる指導者金正日

書記のまわりに固く団結して世人を驚嘆させる奇跡と革新を起こ

し、社会主義の高峰をめざして疾風のごとく突き進んでいる。 

この偉大な統一と前進の気概は、朝鮮の明るい未来への確信を

いっそう強めている。 

どの国を問わず、青年がいかに準備されているかは民族の将来

の運命と国の興亡を決する基本的要因の一つである。 

朝鮮はすでに青年問題を立派に解決している。 
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朝鮮社会主義労働青年同盟は、金日成主席が築いた輝かしい革

命伝統に源を発する強力な青年組織であり、社会主義革命と建設

の頼もしい突撃隊として鍛え上げられている。 

朝鮮青年は祖国解放戦争の時期に比類ない勇敢さを発揮し、戦

後の復興建設と社会主義建設のもっとも困難な戦闘場で突撃隊の

役割を立派に果たした。 

われわれが朝鮮で見、聞き、感じたあらゆる成果と経験には、

朝鮮労働党によって教育され、それに限りなく忠実な朝鮮青年の

熱情と気迫がこもっている。 

実に、偉大な金日成主席は朝鮮青年を立派に育てて鍛え上げ、

青年問題の解決で世界的な模範を創造した。 

栄えある朝鮮労働党がその信頼すべき後続隊を持っていること

は、朝鮮革命を絶え間なく高揚させる貴重な土台だと言える。 

革命の後続隊の問題を立派に解決し、数百万の青年をそのまわ

りに結束させた栄えある朝鮮労働党は、山をも崩し、海をも埋め

尽くす威力を持っており、いかなる嵐も乗り切ることのできる不

敗の党である。 

実に朝鮮革命の未来は洋々としている。 

朝鮮社会主義労働青年同盟第７回大会が青年に示した課題はわ

れわれの胸をも弾ませる。 

朝鮮人民は、血気盛んな青年が今一度奮起することによって、

全社会のチュチェ思想化と３大革命の勝利、祖国の自主的平和統

一をめざしてさらに力強く前進するであろう。 

われわれは、日本で朝鮮の自主的平和統一を支持し、朝鮮人民
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との連帯を強化するたたかいを力強く展開することを自分たちの

当然の義務と見なしている。 

この機会にわれわれ代表団はより多く学び、朝鮮の現実を見て

感じたすべてのすばらしい印象を日本人民に伝えるとともに、今

後朝鮮の統一のために一層の努力を傾注するつもりである―― 
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121．世界の軍事ブロック化に反対 

 

月刊誌『世界』1981年12月号には、参議院議員宇都宮徳馬氏の

次のような一文が掲載されている。 

ちなみに宇都宮徳馬氏は、生前平和共存外交の推進に努め、日

中・日朝関係の正常化に献身し、私財を投じて80年から雑誌『軍

縮』を発行し、84年に「核軍縮を求める22委員会」を結成している。 

 

何が朝鮮の情勢を緊張させているのか？ 

 

朝鮮半島はアジア大陸と日本列島をつなぐかけ橋であり、人々

の往来は有史以前から、朝鮮や中国の史書ができる以前からあっ

た。当然、血のつながり、文化の交流も濃いが、言語は日本・朝

鮮・中国、それぞれ異なっている。そして、この３民族にベトナ

ムを加えた４民族は、古くから食事に箸を用いることが共通して

いる。インドシナ山脈の西側から向こうは箸を用いず指を用い、

ヨーロッパはいつの頃からか金属製のナイフやフォークなどをガ

チャつかせて食事をする。 

同質の文化をもつ４民族は深く手をとり合い、狭くなった地球

の平和のために努力するのが当然だが、なかなかうまくいかない。

第２次大戦直後の東西冷戦が二つの朝鮮・二つのベトナムをでっ

ち上げ、両方ともアメリカ軍が大量の破壊兵器をもって参加した
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血みどろな戦争の後遺症が強く残っているからである。ベトナム

の場合は、アメリカの近代兵器に抵抗するための兵器の近代化の

必要が、この国を中国よりもソ連に近づけ、現在はその戦略にく

みこまれているともいい得るだろう。 

朝鮮は依然として南北に分断されており、現在の第２次の冷戦

下において、レーガン政権は南朝鮮を、韓国をより強くアメリカ

の戦略体制下にくみこもうとしている。金大中事件も光州事件も

全くウヤムヤにして、多くの正しい民主主義者を牢獄につないだ

まま、レーガンは、全斗煥政権への軍事経済援助を増強して軍事

力の強化とともに全政権そのものの安定に狂奔しているが、中国

政府はこの政策を愚かであるといっている。 

鄧小平副主席は、本年５月３日私との会談の際、朝鮮問題に触

れ、「金日成主席の心境についてはよく承知しているが、彼は８

時間で行けるモスクワに20年間行っていない。レーガンが全斗煥

政権に強くてこ入れをすることは、新式兵器購入のため、彼をモ

スクワに追いやるようなもので愚かである。南進の意志もないし、

侵略するための武装力もない」と語った。また私が北朝鮮に向う

ため北京に寄った時、９月３日夜の会談で、李先念副主席は、「ニ

クソン訪中以来、局面が打開され、中米関係は徐々に発展して今

日まできたが、レーガンの政策には疑問をもっている。南アフリ

カ、イスラエルを支持する政策は、第三世界からアメリカを孤立

させているし、台湾政策もはっきりしない。共同声明でも中華人

民共和国が唯一の中国政府であることを明記しているのであるか

ら、その線に従ってもらいたい」「北朝鮮には南進の意志はない。
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異った体制を共存させる連邦をつくるという党大会の統一に関す

る10カ条はよいものであり、支持している」と話した。 

アジアの平和にとって、朝鮮半島がいかなる国の戦略拠点にな

ることも好ましくない。もちろん日本における米軍も、日本防衛

以外の他の戦略的目的をもったならば、日米安保条約の精神に従

って、撤退してもらわなければならない。外国の戦略は結局はそ

の国の利害、場合によっては、その国の軍隊の都合に従うもので

ある。駐兵権、基地は、それを与えられた国の軍事的権益である

が、駐留が長びくと、軍事官僚組織或はそれを構成する個人の私

的権益となり易い。そうなると、一国の軍事的権益が、その国の

国民的利益に著しく反するものになる。そして政治が腐敗し、官

僚機構の規律がゆるむと、外地の軍事的権益が私的権益に転化す

るのをどうすることもできない。かつての日本も、そのようなこ

とを経験した。 

私は1957年夏、上院議員時代のジョン・ケネディに会ったこと

がある。その頃の彼は民主党の副大統領候補にすぎなかったが、

話は率直で爽快であった。 

「私は、日本をも含めて、アメリカ軍の現地駐兵に反対である。

その理由は、第１に、核戦略の時代、通常兵器をもって武装した

軍隊の駐兵は大した意味がない。第２に、現地の国民と必ずトラ

ブルを生ずる。第３に、現地駐兵は軍隊を腐敗させる」という極

めて意味深いものであった。 

その後この若い、戦争を経験した政治家は、大統領候補として

登場してくるのであるが、彼に対する忠言としてアイゼンハウア
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ー前大統領は、産軍体制の政治や軍事に対する悪影響に憂慮を表

明した。海外における軍事的権益だけでなく、一国の戦略そのも

のが、軍事官僚機構や軍需産業の私的利益に左右される恐れがあ

るからである。 

これをさけるためには、政治による確固たるコントロール、シ

ビル・コントロールが軍律とともに全軍事組織を貫いていなけれ

ばならず、また市民的モラルが全軍隊に存在しなければならない。

ダラスでケネディ大統領を斃した兇弾は、国の軍事的権益を私的

権益としたい輩どもによって放たれたという疑いを、私は現在も

捨てることはできない。1963年11月22日ケネディ大統領は暗殺さ

れ、副大統領ジョンソンが昇格し、国務長官ラスクは留任するの

であるが、それまで減少傾向にあったアメリカの軍事予算は1965

年を底として急増し、ベトナム爆撃も同年２月７日から開始され

たのである。1965年度予算では国防費、宇宙開発費、軍人恩給を

含めて600億ドル強の軍事費が、1968年には900億ドルに達するの

である。このアメリカの国家予算の軍事化とベトナム戦争は、ジ

ョンソン＝ラスクの線で行われたのであるが、ラスクは朝鮮戦争

が勃発した1950年６月25日から数日間、国務次官補として国連に

おいて精力的な活動を行い、北朝鮮を侵略者とする国連総会決議

の演出者であったことは記憶されてよいだろう。それによってア

メリカ軍は国連軍として７月１日釜山に上陸するのである。 

しかし国連がその本来の任務を公正に果すためには、南北両朝

鮮に停戦を要求すると同時に調査団の派遣を安保理事会において

決定すべきであった。北朝鮮を侵略者とした６月25日の安保理事
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会をソ連が欠席したのも不可解であるが、僅か４日後に国連総会

が北朝鮮を侵略者と決定した性急さも納得できない。当時、朝鮮

半島の武力統一論は南北双方にあり、李承晩大統領が、もし韓国

軍が北進すれば朝食は開城で、昼食は平壌で、夕食は新義州で食

べると豪語したといわれている。また開城附近で韓国の精鋭師団

が最初に攻勢に出たという情報を否定する根拠も明白でない。 

国連は朝鮮半島の戦争にラスクの奔走によって性急な一方的な

介入をしたのであるから、30数年前にさかのぼって問題を見直し、

朝鮮問題という世界の平和の癌をとりさる努力を始めなければな

らない。それは困難な仕事にきまっているが、とり組むこと自身

が国連の信頼と権威を回復することにつながるだろう。 

これをほおかむりして、南北朝鮮の国連加盟を求めても無理で

あり、休戦協定の当事者も国連軍司令官としてのアメリカ軍人で

あるから、休戦協定を、戦争状態終了の条約（通常は平和条約）

にかえるために、国連は何らかの行動を起さねばならない。また、

アメリカ政府も朝鮮の平和を望むならば、緊張の継続に利益を感

じないかぎり、休戦協定を戦争状態終了の条約にかえることに努

力することが当然であり、アメリカ政府が決心すれば、事は極め

て容易であると思う。北朝鮮の政府、即ち朝鮮民主主義人民共和

国の政府は、金日成主席の完全な領導下にあるが、この20年来の

彼は、武力南進を全く欲せず、南北の経済体制を異にする地域が

その相違をお互いに許容しての連邦を平和的手段によってつくる

ことを望んでおり、そのために緊張緩和の諸方策を真剣に検討し

ている。 
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私は９月10日、２時間にわたって金日成主席とゆっくり話すこ

とができた。1965年以来既に４度目の会談であるが、今度は第三

世界の指導的政治家としての姿勢がはっきりとでていると思った。

第三世界の諸国家は経済の自立が必要であり、農業を重視し、可

能ならば食糧の自給をはからねばならぬといい、武器の輸入や軍

事顧問の介入による紛争には第三世界の諸国家はもうこりごりし

ているともいった。軍事ブロック化はもはや無意味であり、その

解消が平和につながると主張した。 

70歳にしては若々しく、だがさすがに落ちついて、レーガン政

権に対しても全斗煥政権に対しても、その批判は淡々たるもので

あった。対話の要約をかかげる。 

 

金日成主席・字都宮議員会談要録（抄） 

1981年９月10日 

 

宇都宮議員 私は1965年、74年、75年とすでに３度あなたにお

目にかかって、いろいろお話をうかがった。あなたは、朝鮮半島

の平和のためには、南北の相互軍縮についての話し合いを本会談

と並行的に行うことの必要を３度の会談において強調された。現

在でもそのお考えに変わりはないか。 

金日成主席 私の考えは変りはないが、レーガンの軍事優先の

南朝鮮政策によって、問題はより複雑になり困難になっている。

最近もミサイル発射についての意識的と思われる誤報がある。し

かし、平和運動の前途を悲観してはいない。世界の各国は超大国
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の支配に対して、むしろ自主化が進みアメリカに追随する国は少

なくなってきた。当選前のミッテラン氏と平壌で会ったが、アメ

リカの外交政策から独立する傾向が強い。西ドイツ、イタリア等

西欧のアメリカ離れがめだってきている。このような傾向と第三

世界の自主化が進めば、世界の平和・国際的軍縮につながる。 

私は世界の軍事ブロック化に反対であり、わが国はワルシャワ

条約機構はもちろんだが、コメコンにも参加していない。社会主

義国でコメコンに参加していないのは、わが国と中国それからユ

ーゴの３国である。むしろ今後は、NATO・ワルシャワ条約機構な

ど軍事ブロックを解消し、大国の干渉をやめてもらった方がよい

というのが、現在の第三世界の共通した気持ちである。 

宇都宮議員 世界の軍事費は本年度は6000億ドルに達するだろ

う。それが世界の経済を圧迫し、第三世界の窮乏を増加させてい

る。のみならず、過剰な旧式兵器を第三世界に輸出するため、紛

争が頻発している。 

金日成主席 たしかに武器の輸入が近隣国との紛争を引き起こ

していることは事実であるが、今それに対する強い反省が第三世

界に起ってきている。 

武器と一緒に軍事顧問が入ってきて内政干渉をする。大国の意

に合わない政府を国境問題などで国民をそそのかしてクーデター

を起こしつぶそうとする。イランとイラク、エチオピアとソマリ

アの紛争も超大国にそそのかされたものだが、最近の第三世界は

もう紛争にあきあきしている。超大国からの自立が必要であり、

そのためにも経済の自立、特に食糧の自給が必要である。紛争は
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経済を破綻させ国民の窮乏を増すだけであることがはっきりと分

ってきた。 

最近平壌で非同盟国の農業会議を開いて80数カ国の代表が参加

し、団長は各国の農相が多かった。半日は会議、半日は農業現場

という風にわが国の農業を見てもらった。彼等は元首から私にあ

てた親書を携行していたので、50位の代表団には私が直接会った。

彼等は食糧の自給や農地の生産性の向上に異常な興味を示し、わ

が国の農業を褒めてくれた。みな紛争問題にあきあきしていて、

軍事よりも農業の生産性をたかめ経済を自立させることに異常な

熱情を示していた。 

ヨーロッパ・日本それから第三世界が超大国から自立すれば、

平和は自ら保たれる。米・ソが戦争したければ２国だけでやれば

よいではないか。 

宇都宮議員 お国の脅威をいいたてて韓国が日本政府に莫大な

経済援助を要求しているが、日本国民の汗水流した税金を南北朝

鮮の殺し合いに使われるのはやりきれない気持ちだ。 

金日成主席 あなたがよくご存知の通り、わが国には武力で南

進する意志もないし革命を輸出する考えもない。もし今度戦争が

起こったならば朝鮮民族全体の自殺だ。それを避けるためには南

北の体制の差を容認し、二つの体制を共存させる連邦をつくる以

外にないというのが私の平和統一の主張である。 

宇都宮議員 南北会談についてどう思うか。 

金日成主席 全政権は朴政権よりアメリカのカイライ性が強い

し光州事件の血のにおいが残っているだけにやり難い。しかし私
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は予備会談を行うことには賛成しているが、開催場所の問題で折

り合わない。南の政府はジュネーブというが我々は朝鮮の問題だ

から朝鮮内で国民の目の前でやろうといっている。ソウルでいい

とすればすぐ賛成するが、今ジャカルタはどうかと言ってきている。 

宇都宮議員 私は６年ぶりに平壌にきて高層アパートの林立、

文化厚生施設の充実に実は驚いている。へルスセンターの大美容

室で多くの女性がパーマネントをかけているのをみた。服装も６

年前とは大分ちがう。 

金日成主席 われわれの経済は６年前より大分よくなった。そ

の背景には３、40代の技術者が幅広く育ってきたことがある。ま

た軍事用のトンネルなど掘らず（笑）鉱山にトンネルを掘ってい

ることもある。 

宇都宮議員 平壌は確かに世界でも珍しい美しい文化都市とな

ったが、これを首都とする国民が戦争の破壊を好むとは思われない。 

金日成主席 私はわが国の田園と都市をお国の、とりわけ平和

を愛する婦人達に見て戴いて我々の意図について公正な判断を願

うのはよいことであると思う。また日本の軍縮議連の皆さんと

我々の政治家との平和軍縮への隔意ない話し合いにも賛成である。 

 

私は９月初旬、６年振りに初秋の平壌・南浦・元山を訪れたの

であるが、南浦から元山まで高速道路ができ、元山附近ではいく

つかの長いトンネルを通った。平壌・南浦とも、20～30階の高層

住宅が建設され、南浦・東平壌ではクレーンを林立させて建築中

のものが目についた。住宅建設の指導は金正日党書記がしている
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とも聞いた。 

平壌は大同江をローヌ河に見立てればリヨンに似た緑と花の多

い美しい町であるが、最近は大劇場とか文化宮とかへルスセンタ

ーというような大規模でなかなか立派な文化厚生施設が目立つよ

うになった。朝鮮民族が折角自力で建設したこの町を、戦争によ

って再びみじめな廃墟にしてはならぬというのが私のいつわらぬ

感情であった。 

農村の様子も確かによい。６年前にはモデル農民住宅にすぎな

かったものが、相当な庭面積を持ち土塀にかこまれて農村のどこ

にでも建っている。そして私の記憶に鮮明に残った新しいことは、

嘗て蜘蛛の巣が張りそうであった南浦精煉所の巨大な煙突が、そ

れこそモクモクと煙を吐いていることであった。 

６年前とは市民の服装も顔色もめっきり変ってきたが、その背

景には農業の改良が依然として進んでいること（本年度の穀物生

産は約900万トン、その７割が米）、石油の輸入をできる限りさけ、

豊富な無煙炭を火力発電等のエネルギー源につかっていること、

建国以来の水利政策が漸く実を結び、電力の５割は水力に依存し

ていることもその理由だろう。その他に中国では文革でブランク

になった若い技術者の成長、また金属資源の開発等があげられる。 

金大中事件も光州事件も起こらないような韓国になれば、北の

状況を南の人々も観察することができ、相互の理解と交流が進み、

経済協力、軍備の相互縮小も行われ、平和な繁栄した、経済的に

安定した朝鮮半島が生まれる。 

高麗、李氏朝鮮と1000年の統一の歴史をもつ朝鮮民族と日本は、
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互恵平等の心からの友好親善が実現し得る時がきているのに、外

国の戦略にくみこまれて分断が固定化し、朝鮮半島に極めて不自

然で危険な状態が存在しているのは残念至極である。再び同民族

殺し合いの不幸と破壊が起こらないように日本人が努力すること

は、過去の歴史から見ても日本人の道義的責任ともいえるが、日

本自身の平和のためにも絶対に必要である。 

最後に私がアメリカの友人にいいたいのは、アメリカの朝鮮政

策は、人権を重んじ、朝鮮半島から撤兵するという前カーター大

統領の初期の政策にかえれということである。アメリカ兵が自由

を守る憲兵として駐兵しているならば、金大中氏等の自由を回復

し、自由主義政権の安定を見とどけて、撤兵するのが当然である。

金大中氏等は、その自由主義的政策が韓国民から圧倒的な支持を

うける自信をもっており、それ故軍事独裁者は彼等を逮捕せざる

を得ないのである。金大中氏らが自由を得れば北との緊張を緩和

しながら相互の主権を尊重しつつ、南北交流と相互軍縮の話し合

いを始めるだろう。 

それは全大統領の決意によってはできることであり、私は心か

らそれを望んでいる。 
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122．安井郁氏の遺族に会って 

 

安井郁氏が世を去って２年が経った1982年４月。 

金日成主席はさまざまな花が咲き乱れるその４月に、安井郁氏

の遺族を平壌に招いた。安井氏にそそぎきれなかった情愛をその

遺族たちにそそぎたかったのである。 

５月４日、主席は安井氏の未亡人安井田鶴子氏と息子、孫たち

に会った。 

主席は安井郁氏の他界に哀悼の意を表し、あなたがたにお会い

すると安井先生のことが思い出されるとして、安井先生は朝日友

好親善のために大きく寄与した学者でしたと高く評価した。そし

て、安井氏をしのぶかのように遺族の一人ひとりに慈愛に満ちた

まなざしを向けた。 

夫人は安井氏の生前の望み通り、金日成主席に図書『朝鮮革命

と人間解放』を献呈した。 

本を手にした主席は感慨にひたり、きっとこの本を読みますと

言った。主席を仰ぐ夫人の目には涙がにじんでいた。 

静岡県の伊豆半島にはチュチェ思想の信奉者たちが建てた青年

センターがあり、その前には安井郁氏の言葉を刻んだ記念碑が立

っている。 

偉大な愛とチュチェの陽光に包まれて、誇り高い人生を送った

安井郁氏の生前の志は、このように金日成主席から与えられた永
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遠の生命とともに次の世代へと受け継がれているのである。 
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123．両党関係をさらに発展させよう 

 

1984年９月19日、金日成主席は日本社会党代表団と再び会見し

た。主席の談話内容は次の通りである。 

 

「わたしは朝鮮労働党中央委員会とわたし自身の名で、石橋委

員長先生を団長とする日本社会党代表団をあらためて熱烈に歓迎

します。 

このたび石橋委員長先生が高位級の代表団を率いてわが国を公

式訪問されたことは、われわれ両党間の兄弟的友好関係と信頼の

情がきわめて厚く、深いものであることを示しています。 

わが党は、隣邦に日本社会党のような立派な党をもっているこ

とをたいへんうれしく思い、誇りとするものです。 

石橋委員長先生を団長とする日本社会党代表団の今回の訪朝を

契機に、両党が最近の国際情勢と相互の関心事となっている諸問

題について意見を交わすことになれば、それは両党間の友好関係

の発展において新たな転換をもたらすことになると考えます。 

いましがた石橋委員長先生は国際情勢について述べられました

が、わたしもそれに同感です。 

今世界各国の人民はいずれも核戦争の脅威にさらされています。

そのため、世界の至る所で反戦・反核運動が激しく展開されてい

るのです。 
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……… 

きのう石橋委員長先生は、最近オーストラリアとニュージーラ

ンドの労働党政権が中心となって『南太平洋討論会』を開いたこ

とにふれ、その地域における非核地帯の設置が現実的な政治的課

題として提起されていると述べられました。南太平洋地域諸国が

非核地帯を設置するためにたたかうのは好ましいことです。 

われわれは、政権党であろうと、政権党でなかろうと、各国の

党と大衆団体、そして広範な人民大衆が力を合わせて、アジアに

非核地帯・平和地帯を設置する運動をさらに積極的に進めるべき

であると考えます。われわれはそのために貴党とともに積極的に

努力するでしょう。 

……… 

アメリカと日本、南朝鮮間の三角軍事同盟問題について言うな

らば、われわれはあなたがたと見解を同じくしています。 

現在、アメリカと日本、南朝鮮が三角軍事同盟を結成するため

に策動していることは明白です。とくにアメリカは、三角軍事同

盟をつくりあげるために策動する一方、南朝鮮に現代兵器を提供

していますが、これはきわめて危険なことです。 

南朝鮮の執権者は、南朝鮮傀儡軍の軍人の前で、戦争が起これ

ば１日か２日のうちに終えるべきだとうそぶいています。これは

結局、戦争で核兵器を使用するということを意味します。通常兵

器では１日や２日で戦争を終わらせることはできません。南朝鮮

傀儡一味は核兵器『眩惑症』にかかっています。それで南朝鮮人

民は南朝鮮傀儡政権に反対しています。 
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わたしは、両党、両国人民がかたく団結して米・日・南朝鮮間

の三角軍事同盟結成策動に反対して積極的にたたかうべきだと思

います。 

昨夕の宴会での演説でも述べましたが、日本がアメリカの核の

傘のもとに軍事大国化と海外膨張の道へ進むならば、それは日本

人民の利益に背き、アジア諸国の人民を威嚇する行為として断固

たる排撃と糾弾を受けるでしょう。 

わたしは以前、わが国を訪問した日本の自由民主党の有志議員

団に会ったときにも、この問題について述べたことがあります。

わたしはそのとき、彼らに、日本が経済大国として第三世界諸国

と好ましい関係をもつならば経済を発展させることができ、世界

の人民から支持を受けるだろう、しかし日本が軍事大国の道に進

むならば、世界の人民に脅威を与えることになり、結局、世界の

人民から排斥されるようになるだろう、と言いました。 

われわれは、隣邦の日本が軍事大国にならず、経済大国であり

つづけながら、第三世界諸国、新興独立諸国との友好・団結を強

化し、世界の平和を維持していくことがきわめて重要であると考

えます。 

……… 

わが国の統一問題を解決するためには、アメリカ当局者をして、

われわれに『南侵』する考えがないことを信ずるようにしなけれ

ばなりません。 

アメリカ当局者は、北朝鮮の軍事力は南朝鮮より強く、朝鮮に

『南侵の脅威』があると、しきりにデマを飛ばしています。これ
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は、彼らが南朝鮮を永久に占領するための口実にすぎません。 

石橋委員長先生は、以前、木村先生がわが国に『南侵の脅威』

は存在しないという立派な話をしたと評価されましたが、彼の言

ったことは正しいと思います。 

……… 

わが党の祖国統一方針は明白です。 

われわれは第６回党大会で、北と南が互いに相手側に現存する

思想と体制をそのまま容認する基礎のうえで、北と南が同等に参

加する民族統一政府を組織し、その下で北と南が同等の権限と義

務をもち、それぞれ地域自治制を実施する連邦共和国を創立する

ことを主張しました。 

連邦国家では最高民族連邦会議を構成し、その議長は朝鮮民主

主義人民共和国の代表と南朝鮮の代表が輪番制でつとめようとい

うわけです。 

われわれは、南朝鮮を共産主義化する考えがないということを

すでに久しい前にせん明し、第６回党大会の報告でも明らかにし

ました。南朝鮮には日本、アメリカ、西ドイツ、フランスをはじ

め外国が投資したものがたくさんあります。われわれがもし、わ

れわれの思想と体制を南朝鮮に強要するなら、南朝鮮に投資した

国の人たちがおびえることでしょう。それでわれわれは、南朝鮮

を共産主義化する考えがないということを明らかにしました。こ

の問題についてわたしは1981年、ドイツ社会民主党委員長の特使

がわが国を訪問したさいにも話しました。 

われわれは、朝鮮の北と南に現存する社会制度もそのままにし、
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北と南が外国と結んでいる対外関係もそのままにし、互いに侵害

しないようにしようというのです。 

敵は、わが国の軍事境界線を『反共防波堤』と言っており、日

本の一部の人もそう言っています。われわれは敵がこのように言

う口実をなくしてしまおうというのです。 

われわれは、北と南に現存する社会制度をそのままにして中立

的な連邦共和国を樹立し、わが国を中立国にすることを主張して

います。これは、わが国がどの国の衛星国にもならないようにし

ようということです。 

朝鮮の北と南に現存する社会制度をそのままにして中立化すれ

ば、わが国は社会主義制度と資本主義制度間の一つの緩衝的な中

立地帯となるでしょう。そうなれば、共産主義政権が日本を脅か

すという論議もなくなり、わが国は世界のすべての国と友好関係

を発展させることができるでしょう。 

わたしは、あなたがたがわれわれの３者会談提案を積極的に支

持しており、わが国の緊張緩和に深い関心を払い、われわれを支

援していることに感謝しています。 

われわれは、あなたがたがわれわれに対する信義を守りつづけ

ていることを高く評価し、敬意を表します。 

わたしは、今後も貴党が引き続きわれわれに支持声援を寄せて

くれるよう期待します。 

わたしは、石橋委員長先生が今後とも両党間の友好の強化に努

めたいと言われたことをありがたく思っています。 

われわれは日本人民との善隣・友好・親善関係を発展させる問
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題を非常に重視しています。 

言うまでもなく、日本の現当局者は南朝鮮一辺倒の政策を実施

し、朝鮮民主主義人民共和国に非友好的な態度をとっています。

しかし、これは過渡的な現象であると考えます。わたしは、今後、

朝日両国の関係が改善されるものと確信しています。 

石橋委員長先生は、今後、社会党がさらに積極的な闘争を繰り

広げ、日本で自由民主党政権が独断的な行動をとれないようにす

ると述べられましたが、わたしはそれを全幅的に支持します。 

われわれは日本が必ずそうなるものと楽観しています。なぜな

ら、日本社会党が平和、民主主義、非武装中立の立派な闘争綱領

をかかげているからです。 

われわれは今後とも両党の関係をさらに発展させるために努力

するでしょう。 

朝日両国間の漁業問題は関係者たちにあなたがたと討議させよ

うと思います。 

われわれは、朝日民間漁業暫定合意書の有効期間を延長するこ

とに反対しません。最初、両国間の民間級漁業問題を討議すると

きにも、日本政府はわが国に友好的な態度をとったのではなく、

現在にいたってわが国に対する態度がさらに悪化したわけでもあ

りません。 

数年前、漁業暫定合意書の有効期間延長問題を協議するために、

わが方の代表団が日本を訪問することになっていましたが、日本

政府は朝鮮代表団の団長がどうの、なにがどうのと付帯条件をつ

けてきました。日本政府はわが国に対し、自分勝手にだれは来い、
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だれは来るなと言うふうにきわめて非友好的な態度をとりました。

これは、われわれを侮辱する行為です。それでわれわれは代表団

を日本に送りませんでした。当時、日本政府はわが国にあまりに

も非友好的であったと思います。 

わが方の代表団が日本に行けないからといって、われわれが生

きていけないわけでもなく、また、日本がわれわれを認めないか

らといって、朝鮮民主主義人民共和国が存在しえないわけでもあ

りません。 

もともと、わが党は日本社会党の意見も考慮し、わが国の経済

水域内に漁獲に来るのが日本の零細漁民であるということも考慮

して、たとえ日本政府はわが国に非友好的であっても、それにか

かわりなく朝日民間漁業暫定合意書に調印するようにはからいま

した。われわれは日本政府のためを思って漁業暫定合意書に調印

したのではありません。われわれは両党、両国人民間の友好関係

と日本の零細漁民の生活上の利益を考慮して、漁業分野での協力

に関する暫定合意書に調印したのです。 

日本政府がわれわれに友好的な態度をとるか非友好的な態度を

とるかということは、日本政府に参与する個別的な人にかかわる

ことであって、日本人民はいつもわれわれに友好的であります。

したがって、朝日民間漁業暫定合意書の有効期間を延長するのは

むずかしい問題ではありません。われわれはこれを大きな問題と

見ていません。この問題は望ましく解決されるでしょう。 

双方が討議して、民間漁業分野で協力する共同委員会を組織す

るのがよいと思います。われわれの方から日本に行くよりは、日



 

 259 

本側からわが国に来て討議するほうがよいでしょう。 

今日はこの程度にしたいと思います。 

今後さらに討議する問題があれば、委員長先生と個別的にまた

会うこともできるし、関係者同士でも協議する問題があれば協議

することができるでしょう。 

わたしの話を注意深く聞いてくださったことに感謝します」 
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124．自主的な党 

 

1985年５月23日、金日成主席は田辺誠書記長を団長とする日本

社会党代表団と会見し、席上、次のように語った。 

 

「田辺誠書記長先生を団長とする日本社会党代表団のわが国訪

問を熱烈に歓迎します。 

あなたがたがわが国に来て、天気に恵まれ、すこやかで快適な

日々を送っておられるとのことでなによりです。多分、両党間の友

好のために、『神様』もわれわれに恵みをたれているようです。 

わたしの親しい友人である石橋委員長先生がお元気だとのこと

で、うれしいです。石橋委員長先生がわたしの誕生日にさいして

立派な贈物をことづけ、このたび貴代表団を通じてあたたかい挨

拶を伝えてくださったことに感謝しています。書記長先生が帰国

されましたら、わたしからの挨拶をお伝えください。 

わたしへの書記長先生のあたたかい親善的なお言葉に感謝します。 

われわれ両党間の関係は非常に立派なものです。わが党と日本

社会党は友好的な関係を保っています。われわれは、アジアと世

界の平和のために貴党と肩を組んでたたかっていることを誇りに

思っています。日本社会党代表団のこのたびの訪朝は、これから

もわが党と手を取り合って、アジアと世界の平和をめざす共同闘

争を展開しようとする貴党の希望のあらわれだと思います。 
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日本社会党はこれまで、わが共和国を各方面から支持し、とく

に朝鮮の統一問題に深い関心を払い、祖国の統一をめざす朝鮮人

民のたたかいを大いに支援してくれました。昨年、石橋委員長先

生が訪朝したさいにわれわれと約束したとおり、貴党が朝鮮人民

の祖国統一偉業を積極的に支持し、両党間の友好関係を発展させ

るためいっそう努力していることに対し、ありがたく思っています。 

書記長先生を団長とする日本社会党代表団のこのたびのわが国

訪問は、疑う余地もなく両党間の友好関係を新たな高い段階へ発

展させるのに大きく寄与するでしょう。 

……日本社会党は、われわれの３者会談提案と北南国会会談提

案を積極的に支持しています。われわれが北南国会会談の開催を

提案すると、真っ先に書記長先生がそれを支持する談話を発表し、

貴党出身の衆議院・参議院議員は議員総会で北南国会会談提案を

支持、歓迎する決定を採択し、それを連名で発表しました。わた

しはこれをありがたく思っています。書記長先生が発表した談話

と貴党出身国会議員が連名で発表した決定は、われわれを大いに

感動させました。わたしは今後とも、日本社会党が朝鮮人民の祖

国統一偉業に支持声援を寄せてくれるよう望みます。 

書記長先生が帰国して、われわれの祖国統一方案を支持するよ

う日本人民を呼び起こす運動をさらに強化すると述べたことに対

し、謝意を表します。 

あなたがたは南朝鮮の『新韓民主党』代表を日本に招いて意見

を交わしたいという意向を述べましたが、それは貴党がみずから

決定すべき問題だと思います。われわれは、日本社会党が南朝鮮
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の『新韓民主党』と関係をもつことに反対しません。貴党が『新

韓民主党』と関係を結び、その党が自主の道へ進むよう影響を与

えれば悪くはないでしょう。今『新韓民主党』は南朝鮮社会の民

主化実現のスローガンをかかげ、比較的よい傾向を示しています。

しかし、この党が進歩的な党であるかどうかはしばらく静観すべ

きでしょう。 

……… 

わが党が日本社会党を尊重しているのは、まさに貴党が日本の

自主化、民主化のスローガンをかかげているからです。日本社会

党は自主性を堅持しており、いかなる支配と従属にも反対してい

ます。貴党が日本の民主主義とともに自主性をめざしてたたかっ

ているのは、きわめて立派なことだと考えます。われわれは、貴

党が自主的な党であるということを、日本の他の党派の人士にも

公に話しています。 

数年前、わが国を訪問した日本の自由民主党の有志議員団に会

ったことがあります。わたしはそのとき彼らと談話を交わしなが

ら、日本は自主性がない、アメリカ人が風邪を引いてくしゃみを

すれば日本人もいっしょにくしゃみをするが、これは自主性がな

いためだ、と言いました。わたしの話を聞いて代表団のある若い

人が立ち上がり、日本になぜ自主性がないと言えるのかと聞くの

でした。すると、代表団団長は黙って笑っているだけでした。こ

のとき、年輩の人が立ち上がって、金日成主席のお言葉は正しい、

事実日本人はアメリカ人にやたらに頭を下げているが、ここにな

んの自主性があるのかとやり返しました。わたしは彼らに、自由
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民主党も日本社会党のように自主性を守るためにたたかうのが望

ましいと話しました。 

わたしは自由民主党の有志議員団のメンバーに、南朝鮮『政権』

も自主性がないと言い、それを冠にたとえて話しました。わたし

は、南朝鮮『政権』は、むかし朝鮮人が頭に乗せて歩いた冠のよ

うなものだ、冠には２本の紐があるが、頭の上の冠はその紐を結

ばないと乗っていず、片方の紐が切れても風にふっとんでしまう、

南朝鮮『政権』の２本の紐の片方はアメリカで、片方は日本だ、

現在の南朝鮮『政権』はアメリカと日本という２本の紐で維持さ

れているが、片方の紐が切れても紐の切れた冠のようになってし

まうだろう、南朝鮮『政権』を維持している日本の紐を自由民主

党が断ち切ってしまえば、南朝鮮『政権』は維持できない、と言

いました。すると、若い人が立ち上がり、南朝鮮『政権』を維持

している日本の紐は自分たちが断ち切ることができると言いまし

た。すると、代表団団長は、まだ南朝鮮『政権』を維持している

日本の紐を断ち切るほどの力がないから完全にとはいかないが、

それを緩めることはできると言いました。わたしは彼の話を聞い

て、それだけでもよいことだ、南朝鮮『政権』を維持している日

本の紐を緩めて風の吹きぐあいでぐらつくようにしておけば、南

朝鮮人民が遠からずそれを完全に振り落としてしまうだろう、と

話しました。今は南朝鮮『政権』を維持しているアメリカの紐と

日本の紐がしっかり結ばれているため、それを振り落とすのは無

理です。 

……… 
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今一部の人は、わが国があるときはソ連側に、またあるときは

中国側に傾いていると言っていますが、われわれはそうはしてい

ません。われわれはつねに自主性を堅持しています。中国の党と

ソ連の党もこのことをよく知っており、高く評価しています。わ

れわれは自主的立場に確固と立って、中国、ソ連との関係を発展

させています。 

書記長先生は秋に予定されている中国訪問についてわれわれに

通報してくれましたが、わたしはあなたの中国訪問を支持し、そ

の成果を願うものです。 

書記長先生は、日本の自由民主党の人士や経済界の人士を訪朝

させるため努力すると述べましたが、ありがたく思っています。

われわれは、自由民主党の進歩的人士と経済界の人士がわが国を

訪問すれば歓迎するでしょう。朝鮮と日本は海一つ隔てた隣邦で

す。隣同士の朝日両国が経済関係を結んで緊密に協力し合えば、

いろいろと有益でしょう。しかし、日本政府が引き続きわが国に

対し非友好的な態度をとっている現状では、日本の経済界の人士

がわれわれと自由に経済交流を行うことはできないだろうと思い

ます。 

以前、われわれは日本から製鉄所設備をプラント輸入しようと、

ある鉄鋼会社と連係を結んだことがあります。そのとき会社の技

術者たちが製鉄所の設備納入のためわが国に出入りしたので、わ

れわれは日本から製鉄所の設備が入るものと信じてその敷地を定

め、測量もしておきました。ところが、わが共和国に製鉄所の設

備を納入するのは、北朝鮮の国力を強めることになると言って、



 

 265 

南朝鮮がそれに反対しました。結局は南朝鮮と結託している日本

政府の不当な態度により、その鉄鋼会社の製鉄所設備の輸入問題

は実現しませんでした。 

わたしは書記長先生の意見を尊重します。今後、日本の経済界

の人士とあらためて接触してみる必要はあると思います。 

われわれは今、第３次７カ年計画を作成しながら、フランス、

オーストリア、スウェーデンなどヨーロッパ資本主義諸国から製

鉄所設備などの大工場設備を輸入しようと交渉を進めています。

あなたがたが積極的に働きかけ、日本政府をして非友好的な態度

を捨ててわが国と経済交流をするようにさせることができれば、

それは望ましいことです。どうせのことなら近隣の日本から工場

設備を輸入するほうがよいと思います。 

……… 

アジアのすべての国がアメリカの原子力軍艦や核兵器搭載艦の

自国入港に反対するなら、アジアの平和は維持されるでしょう。 

……… 

われわれ両党間には大きな意見の相違はなく、会談ではいつも

見解の一致をみています。 

わたしは貴党の招請によってわが国の『労働新聞』責任主筆が

訪日したさい、厚くもてなしてくれたことに対し、貴党の中央執

行委員会と石橋委員長先生、そしてあなたに謝意を表します。 

ご清聴を感謝します」 
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125．日本はアメリカに追随すべきでない 

 

1985年６月９日、金日成主席は月刊誌『世界』編集長が提起し

た質問に回答を与えた。 

 

「わたしは、あなたが久々にわが国を再度訪問してくれたこと

をたいへんうれしく思います。 

あなたのわが国訪問は、朝鮮人民に対する厚い信頼と友情のあ

らわれです。あなたの訪朝を熱烈に歓迎します。 

わたしは、また岩波書店代表取締役社長が手紙をよこしてくれ

たことに対し謝意を表します。帰国されましたら、わたしの挨拶

をお伝えください。 

あなたの書面質問を拝見しました。 

質問はいろいろとありましたが、便宜上概括してお答えするこ

とにします。 

まず、北南朝鮮の対話と統一問題について話しましょう。 

わたしはまず、あなたが朝鮮の統一問題に深い関心を寄せ、わ

が国の統一のために積極的に努力されていることに対し感謝いた

します。 

……… 

われわれは国を統一して一つの朝鮮をつくろうという立場をと

っているのですが、アメリカは分裂を固定化して『二つの朝鮮』
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をつくる戦略を追求しています。 

分割して支配するのは帝国主義者の常套手段です。 

昔、中国の曾国藩が『以夷制夷』ということを唱えましたが、

これは夷をもって夷を制するということです。今、帝国主義者は

まさにそのような手口を使っているのです。アメリカは、ヨーロ

ッパ人を前面におしだしてヨーロッパ諸国に反対しており、アラ

ブ諸国を利用してアラブ諸国を統制しようとしています。 

アメリカはアジアにおいてもそのような政策をとっています。

アメリカは日本やその他一部の手先の国をおしたててアジア諸国

を統制しようとしています。朝鮮に対しては、朝鮮人同士たたか

わせて統制しようとしています。アメリカは朝鮮を分割して支配

しようとしているのです。 

……… 

新たな世界大戦、核戦争を防止するためには、全世界の自主化

をめざして力強くたたかわなければなりません。 

われわれは日本が自主化されることを望んでいます。アジアに

おいては日本の自主化を実現することが重要です。それゆえ、わ

たしは昨年、日本社会党中央執行委員会石橋政嗣委員長が訪朝し

た際、その歓迎宴での演説で、日本の自主化の実現は国際政治に

おいてきわめて重要な問題として提起されていると強調しました。 

日本が対米追随政策から脱却し、自主的な政策を実施するなら

ば、アメリカは単独でアジアで戦争を起こすことはできないでし

ょう。そうなれば、アジアの恒久平和が保障され、人民は戦争の

ない平和な生活ができるでしょう。 
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わたしは、日本の各階層の人士と各政党が日本の自主化の実現

をめざして力強くたたかうべきであると考えます。日本で誰が政

権を握るとしても、自主化の方向に進むならば、日本は人民の平

和偉業に大きく寄与することになるでしょう。 

日本は経済大国なので、戦争をしなくても生きていくことがで

きます。日本が戦争をすれば、自分自身にとっても不利です。日

本は島国であり人口密度が高い国です。日本が戦争をすれば、日

本人民は再び原爆の被害をこうむりかねません。 

われわれは、日本が今後アメリカに盲従しないであろうという

期待をいだいています。日本が自主化されれば、朝鮮の統一にも

助けとなるでしょう。今すぐに日本が自主化されるとは期待でき

ませんが、徐々に自主化の方向に進むものと考えます。 

次に朝日関係問題について話しましょう。 

日本は、海を一つ隔てたわが国の隣邦です。隣接し合っている

朝日両国が善隣関係を結ぶのは好ましいことであり、そうするの

は両国人民の志向と念願にも合致し、アジアと世界の平和偉業に

も有益です。 

わが国の自主権を尊重し、わが国に友好的な世界各国との善

隣・友好関係を発展させるのは、わが共和国の一貫した対外政策

です。 

朝鮮民主主義人民共和国は創建当初から、たとえ社会制度は違

っていても、日本とも善隣関係を結ぶことを希望してきました。 

しかし遺憾なことに、日本政府は最初からアメリカと結託して

わが国に非友好的な態度をとってきました。 
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日本政府がわが国に非友好的な態度をとるべき理由は何もあり

ません。われわれは反日キャンペーンを張ったこともなく、外国

に行って日本をなじる演説をしたこともありません。しかし、日

本政府は朝鮮の北と南に対して一辺倒政策を実施していますが、

これはアメリカの圧力に屈しているためです。 

さきごろ、日本社会党代表団が訪朝した際、彼らはわたしに、

朝鮮と日本が経済取引をしてはどうかと言いました。日本政府が

引き続きアメリカに追随し、南朝鮮反動層の圧力に屈している状

況のもとでは、両国間の経済交流が活発に行われるはずはありま

せん。 

以前、われわれは日本に大規模の製鉄工場を注文したことがあ

りますが、当時、南朝鮮の反動層が、わが国に製鉄工場を輸出す

れば北朝鮮の国力が強まり、自分らに大きな脅威を与えることに

なると言ったので、日本はわれわれの要求を拒みました。それ以

来、われわれは日本との経済取引に期待をかけていません。日本

政府がわが国に対する経済的制裁措置をとっても、われわれは自

力で生きています。 

わが国に対する日本政府の非友好的な態度のため、今日に至る

まで朝鮮と日本間には善隣関係が結ばれていません。 

朝日両国の関係に関するわれわれの原則的立場は明白であり、

また終始一貫しています。朝日両国の関係がどう発展するかは、

もっぱら日本政府の態度にかかっています。 

朝日両国間に友好的な関係を結び、ひいては正常な国家関係を

樹立するためには、日本政府がわが国に対する敵視政策を捨て、
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朝鮮の統一を妨げることをしないことです。日本政府は、アメリ

カ帝国主義の『二つの朝鮮』策動に追従して朝鮮の分断を固定化

し永久化する政策を実施すべきではなく、南朝鮮の反動層を援助

したり、彼らをわが共和国に対する侵略と戦争策動へとそそのか

すべきではありません。日本政府はまた、在日朝鮮人に対する民

族差別政策を取り止め、人権じゅうりん行為を行うことなく、彼

らに主権国家の海外公民としての当然の権利を十分に保障すべき

です。 

日本政府が朝鮮に対する非友好的な態度を捨てようとするなら、

アメリカに追随することなく自主的に進まなければなりません。

今日本政府が日本人民の意思に反してわが国を敵視し非友好的な

態度をとっている基本的要因は、自主性を失ってアメリカの対朝

鮮戦略に追従していることにあります。日本政府がアメリカに追

随せず自主的に進むなら、朝日両国の関係は改善され正常化し、

両国は親しい隣邦となるでしょう。 

朝鮮人民は日本人民との友好・団結を大切に思っており、日本

人民との友好関係を発展させるため積極的に努力しています。わ

れわれは、朝日両国人民の往来と接触、交流を発展させており、

朝鮮人民に対する友好の情をいだいて訪朝する日本の各階層人士

を友人として手厚く迎えています。 

日本人民も朝鮮人民との友好を念願しており、朝鮮人民の祖国

統一偉業と、民主主義的民族権利のための在日朝鮮人のたたかい

を積極的に支持する連帯運動を広く展開しています。これは非常

に好ましいことであり、祖国の統一をめざしてたたかっている朝
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鮮人民にとって大きな励ましとなります。 

わたしはこの機会をかりて、祖国の統一をめざす朝鮮人民のた

たかいを積極的に支持し、朝鮮人民との友好のために努力してい

る日本の各階層人民に謝意を表します。 

われわれは今後とも、日本人民が祖国の自主的平和統一をめざ

す朝鮮人民のたたかいと、民主主義的民族権利のための在日朝鮮

人の闘争を支持し、朝鮮人民との友好関係を発展させるため積極

的に努力してくれるよう期待します。 

朝日両国人民の共同の努力によって、両国人民の友好関係は日

を追ってさらに発展するでしょう」 
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126．祖国統一の妨害者はアメリカ 

 

部落解放同盟中央本部書記長・社会党衆議院議員小森龍邦氏は、

1985年６月、部落解放同盟訪朝団の一員として朝鮮を訪れた。６

月２日の日曜日、一行は金日成主席の接見を受けた。 

以下は小森龍邦氏の会見記『金日成主席の思い出』である。 

 

「1985年６月２日、金日成主席が日曜日にもかかわらず、しか

も東ヨーロッパのある友好国の党首が訪問して、大変な日程に忙

殺されているとき、部落解放同盟訪問団（団長=上杉佐一郎部落解

放同盟中央本部委員長）と会談するとした連絡を対文協本部から

受けた。 

忙しくされている主席の時間を少しでも無駄にさせてはと、急

ぎ主席の待機されているところを訪ねた。 

『白頭山の虎』といわれてきただけあって、また朝鮮人民を日

本帝国主義の支配から解放し、衣食住に困らない豊かな生活と文

化を享有できる今日の朝鮮民主主義人民共和国を築き上げた指導

者としての風格十分といったところ。 

広い庭の整備された芝生の中の通路を自動車で玄関に横付けす

ると、警備の担当者が大きな扉を開けてくれる。その扉のすぐ内

側に、共和国政府の要人とともにわれわれを出迎えてくれた。 

訪朝のために用意していたわずかばかりの贈物の目録を上杉委
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員長が手渡すと、人生の辛酸をなめつくした者のみが示すことの

できる威厳のうちに、隣人への限りない親愛の情をもって、唇を

少しばかりほころばせながら、『カムサハムニダ(感謝します)』

と謝意を表した。 

『カムサハムニダ』の言葉がまた、非常に味わいがあり、しわ

がれた声の豪快さのうちにも、一層の親しみが増してくる。 

いかにも健康そのものといった体軀堂々の金日成主席の姿を目

のあたりに拝見するに及んで、あの苛烈をきわめた日本帝国主義

に対して不屈の闘志を燃やし、朝鮮人民の解放のために闘ったエ

ネルギーは、実はこの身体に宿っていたのかとの感慨にふけるの

であった。 

『熱烈に歓迎します。お会いできて親しくなれることをうれし

く思います。朝鮮総聯の韓
ハン

徳
ドク

銖
ス

議長の紹介で、貴団体の動きはよ

く理解するようになりました。そして今回、社会党、石橋委員長

（当時）のお手紙も頂戴しておりますし、本当にうれしく思いま

す』 

革命の闘士、金日成主席は、長い間、別れ別れに暮らしたもの

が再会できたときのよろこびのような親愛の情を、強くこの出会

いの挨拶の中ににじませた。 

『よく聞いていますが、お国にあっては、朝鮮総聯の日常活動

に対して、大変お世話になっているそうで、この機会に厚く御礼

を申し上げます』 

金日成主席のしわがれ声は、闘い抜いてきたものの、人生の飾

り気を装おうとしない、真実のみが後に残された人格を表現して
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いるようであった。 

挨拶は上杉委員長の方に移った。 

『私達は、部落解放同盟が長い間希望してきた貴国を訪問する

ことができたことを本当によろこんでいます。特に祖国解放40周

年、朝鮮労働党創建40周年の記念すべき年に訪朝ができたことは、

感激の至りです。こちらにお邪魔してからの５日間、私達は主席

生誕の地、万
マン

景
ギョン

台
デ

をはじめ、いろいろなところを見学してきまし

た。これまで、偉大な指導力を発揮された主席のご努力に深く感

銘を受けております。そして、親愛なる金正日書記をはじめとす

る労働党の多数の指導者の真摯な取り組みに、国民大衆が強い信

頼感を抱かれていることも確認することができました』 

上杉委員長の挨拶は、このあたりで、日本における部落解放運

動と内外情勢にふれることになる。 

『主席もすでにご承知の通り、私達は長い間、封建社会の身分

差別から解放されず、そして、それは今日においても、さまざま

な社会的変化にもかかわらず、たくみに温存されつづけています。

中曽根自民党内閣（当時）による〝行政改革〟という名の政策は、

その内面において、差別助長、温存が基盤となっています。その

上、アメリカの日本支配は現に安保条約によって、米軍駐留が続

けられていることによってもわかるように、軍事、政治、経済の

各方面でくりひろげられています。このようなことを考えるとき、

いまもなお、アメリカの支配のために、分断を強いられている朝

鮮人民の気持ちは察してあまりあるものがございます』 

上杉委員長は、マクロに、日朝の関係をみるとき、アメリカの
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支配のために、苦しめられている点において、共通の課題が存在

していると指摘した。必然的に論理は次のところに及んでいくこ

とになる。 

『私達は金日成主席が提唱されている３者会談（共和国と韓国

に加えて米国という意味）と今回提唱されている南北会談（国会

レべル）の実現を強く支持致します』 

上杉委員長は、単に朝鮮人民と連帯することの意思表明にとど

めなかった。 

『われわれの部落解放運動は、抑圧からの解放をめざすもので

ありますが、自らの行動を省みることを深めねばならないと主張

しています。つまり主席の説かれる〝チュチェ思想〟と共通の基

盤をもった解放思想に導かれているわけです。いま朝鮮人民がア

メリカ帝国主義による分断固定化の政策に苦しめられていること、

そして、それはもとをただせば、日本帝国主義の植民地政策に端

を発しています。日本の勤労大衆が何をなさねばならないかとい

う立場を省みて、強く主席のとられている〝３者会談〟〝南北会

談〟を支持し、連帯致します』 

金日成主席は、上杉委員長の挨拶のくだりには、通り一遍のお

世辞には出てこない迫真力のあるところを感じとられたのであろ

う。後の主席の発言の中で再び話題に浮上してくる。 

金日成主席の応答の言葉が始まる。 

『私と党と人民にあたたかい言葉を賜って、本当にうれしく、

心から感謝します。皆さんが朝鮮人民の苦痛を自分のことと理解

され、正義の祖国統一の闘いを積極的に支持して下さることに感
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謝します。祖国の統一の妨害者は、アメリカ帝国主義です。彼ら

は、南を永久に占領したいがために〝二つの朝鮮〟ということに

固執している。そして、彼らの口実は、〝南侵の脅威〟に対処す

るためだと言っている。事実をみてもらうならば、われわれは、

〝南進〟どころの騒ぎではない。朝鮮人民のくらしを高めるため

に平和建設、生産力向上のために大々的な取り組みをしていると

ころです。どうして〝南進〟などということがありましょうか』 

金日成主席のしわがれ声は、一度通訳によって翻訳されて、わ

れわれの耳に正確な意味が伝わってくるわけだが、すでに、真剣

な表情と発音の抑揚とだけで、何を言わんとしているかがわかる

ような気持ちであった。 

そう言えば、ちょうど田植えの時期、板
パン

門
ムン

店
ジョム

近くの非武装地帯

に農民と一緒になって軍の兵隊たちが、ある者は手植えで、ある

者は、機械植えで農繁期に忙しく立ちまわっているところをみる

と、軍事優先の38度線以南の草ぼうぼうの非武装地帯とはうって

変わった状況が繰り広げられている。このことによっても一目瞭

然、〝南進〟などということは、米軍と韓国によって造られたデ

マでしかないことがわかる。 

『アメリカは、復興までに100年はかかるだろうとわが国のこと

を分析していました。しかし、平壌は言うまでもなく、各都市を

廃墟の中から復興させました。全朝鮮人民は、党と主権と領土が

あるかぎり、復興してみせると頑張ってきました』 

苦難の革命闘争を経験してきた人の政策方針と、その実績に対

する自信と誇りをうかがわせるものがあった。 
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『われわれは緊張を緩和し、平和的に祖国を統一することを望

んでいます。1972年の北南共同声明では自主、平和統一、民族大

団結の原則で統一するように述べています。しかし、彼らは本当

に平和統一を願っているのかどうかわかりません。アメリカは南

を軍事基地にして、永久に占拠しようとしています。彼らは共和

国に反対し、ありもしない〝南侵の脅威〟を言っています』 

ここからが、いわゆる当時の重要課題であった３者会談、南北

会談のことに言及するくだりである。 

『私達は昨年（1984年）、３者会談を提案しました。アメリカ

との間では停戦協定を平和協定に変え、南とは不可侵宣言の取り

決めをしようと呼びかけています。このようにして平和の基礎を

築こうとしていますが、アメリカからは何の答えもありません』 

金日成主席の外交路線は柔軟である。一方で３者会談を主張し

つつも、現実的に南北双方の国会レベルでの会談もやろうという

わけである。 

『今年は南の国会にあてて、こちらの最高人民会議の名におい

て、国会会談を提案している。その会談に対する回答が明日よせ

られてくるのではないかと思っています。もし彼らが、この会談

を受け入れてくれれば、たいへんうれしく思います。それは北と

南の平和的統一の実現のための対策を話し合うことができるから

です』 

一方でアメリカに占領されている現実と、一方では分断されて

いても、お互いに自主性を発揮しようという柔軟な姿勢の中に、

金日成思想といわれる〝チュチェ思想〟の真髄があるように思え
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て感慨を覚えたのである」 
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127．近くて近い国に 

 

武村正義滋賀県知事（のち自民党衆議院議員）は、1985年６月

11日～18日の朝鮮訪問中、金日成主席の接見を受け、朝鮮の統一

問題、日朝間交流問題などについて話し合った。 

以下は彩流社の雑誌に掲載された氏の訪朝印象談である。 

 

特殊の国でない普通の国 

 

――今回の朝鮮民主主義人民共和国訪問の目的は。 

武村 今回の訪問は琵琶湖毎日マラソンに朝鮮の優秀な選手を

招待することに主な目的がある。私と県の職員、体育関係者、さ

らに主催者の毎日新聞記者、琵琶湖毎日マラソンを全国放送して

いる NHKの記者が同行した。 

この問題については朝鮮体育指導委員会の副委員長と話しあった。 

最終的な決定は10月になるということだが、わざわざお越しい

ただいたということで、実現の方向で努力します、という色よい

ご返事だった。われわれの訪朝の目的は100パーセント達成できた

ので喜んでいる。 

琵琶湖毎日マラソンは1982年からアジアの選手を招くマラソン

としてスタートした。朝鮮にも過去２回とも招へい状を出したが、

参加してもらえなかった。大会には中国、インド、タイ、シンガ
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ポール、韓国の選手が参加した。朝鮮は北京マラソソで優勝する

などアジアの中では日本とならんでマラソンが一番強い国ではな

いかと思っている。朝鮮からすばらしい選手が参加することにな

れば、琵琶湖毎日マラソンがいっそう引き立つのではないかと期

待している。 

 

早く「近くて近い国」に 

 

――知事は初めての訪朝だが、どのような印象をうけたのか。 

武村 日本人にとっては朝鮮は歴史的にも地理的にも一番近い

国の一つだ。にもかかわらず、戦後40年の間、依然として遠い国

のままだ。歴史のかかわりを考えると、この関係は誰が考えても

不自然だ。 

もっと近くて近い国になるべきだという思いで朝鮮の地を今度

初めて踏んだわけだ。 

率直に言って私の気持ちの中では、かなり近い国になったよう

な気がしている。行く前は、べつに朝鮮について先入観をもって

いたわけではないが、やはり交流不足ということで「いったいど

ういう国だろう」という気持ちがあった。しかし、実際にこの目

で見てごく普通の国で、そう特殊な国ではないという印象をうけ

た。 

平壌や開城であちこちの施設をみたり、街並み、人々の生活ぶ

りをみると、少なくとも日本でいわれているよりはるかに人々の

表情も明るく、態度もキビキビしている。とくに平壌は大へん都



 

 281 

市建設がしっかりしている。道路も広く、公園も多い。緑が豊か

な美しい都である。道や公園にゴミがほとんど落ちていない清潔

な国である。これは私だけでなく、全員の印象だ。 

――ヘリコプターで平壌から開城まで飛ばれたようだが、上か

ら見た眼下の風景は。 

武村 日本もそうだが、山が多いなと思った。話を聞くと国土

の８割が山地ということだった。農村を見ても段々畑やまがりく

ねった田んぼが目についた。その中でも、日本でいう土地改良事

業がさかんに行われていた。説明によると平野部では３ヘクター

ル位の広さの田んぼにするということだった。これはかなり大き

いもので、朝鮮にも機械農業というか、近代的な農業が徐々に普

及しつつあるなと思った。ちょうど田植えが終わった時期だった

ので、田んぼの中にしゃがんで草取りをしている人の姿もみかけ

た。私も百姓の息子なのでなつかしく拝見した。 

国土全体にダムづくりや灌漑建設がさかんで、近代化が全面的

に進んでいるという印象をうけた。 

 

民族分断の悲劇を実感 

 

――板門店では南北を冷たく分けるコンクリート製の障壁をみ

られたようだが。 

武村 やはり日本人というのは、戦後40年間、平和のなかにど

っぶりつかっている感じだ。軍事境界線をまのあたりにして、一

つの民族が二つに分断されていることの悲しみや怒り、苦しみを
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肌で感じた。朝鮮半島だけではなく、国際的な緊張でもあるその

現実にふれ、目をさまされるような気になった。今は決して戦争

が終結したわけではない。ある意味で戦争はつづいている。この

不幸な事態をよく理解できたように思う。それだけに異常な状態

が一刻も早く解消されることを願わずにはいられない。 

――金日成主席にお会いになった印象は。 

武村 主席との会見は当初予定されていなかった。お目にかか

れればうれしいと思ってはいたが、今回はマラソンの招待が目的

だったので無理かなと思っていた。しかし、同行した新聞記者が

大へん強く要望したこともあり、実現できた。 

主席は咸鏡北道明川郡にある名勝地として知られる七宝山に滞

在中だった。われわれはそこに飛行機で行ってお目にかかった。

解放後のこの地方に日本人が来たのは初めてだといっていた。 

主席は今年73歳（1985年当時）になられたばかりだが、とても

お元気そうで一見したところ60歳ぐらいにしかみえなかった。う

んと若く感じた。話も大へん力がこもっており、覇気のある方だ

と思った。 

席上、主席は南北対話にふれ、「われわれは朝鮮の自主的平和

統一のためにあらゆる努力を惜しまない」とのべた。さらに米ソ

の軍縮交渉がはじまっているが、それがうまくいけば、アメリカ

の対「韓」政策にも変化が出るかも知れない。そうなれば南北の

統一の見通しは明るくなるだろう、とのべた。 

アメリカ軍が韓国にあれだけ駐留し、米ソ間の対立をあおり、

朝鮮半島だけでなく世界全体の緊張になっている。こういった広
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い視野でこの問題が前進をとげなければならないという厳しい認

識だと思った。 

さらに現在南北間でつづけられている国会、赤十字、経済会談

については、今後ともつづけていくという確固としたお話だった。 

――会談の雰囲気はどうだったのか。 

武村 主席とはタバコの吸いあいをしていた。お目にかかって

いる２時間の間、主席は終始ニコニコしておられ、なごやかな雰

囲気だった。私がその昔、滋賀に多くの百済人が渡来し、住みつ

いたことやその遺跡が今も数多く残る地域で生まれ育ったことを

申し上げた。そして在日朝鮮人の大会に出席するたびに、こうし

た古くからの日朝関係にふれながら「私は半分朝鮮人や」とあい

さつしています、というと笑っていた。 

 

合弁で活気づく平壌 

 

――今後の日朝関係の交流をどのように考えているか。 

武村 主席にはまず交通の面から日朝関係を近くて近い国にし

ましょうといった。私の場合、滋賀―東京―北京―平壌のコース

で35時間もかかった。地図でみる限り、もし東京―平壌間の直行

便があればうんと短くなる、といった。主席もそうだ、そうなれ

ば東京から２時間で来れる、大賛成だといっていた。 

さらに私は新聞記者の交歓や貿易問題についても、政府間は難

しいだろうが、かつて日中間で行われていた LT貿易のような民間

同士の交流のあり方を是非考えてほしいとのべた。主席はこれら
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についても原則的に賛成だとのべていた。 

今、朝鮮では合弁法が公布され、仏、スイス、北欧などと合弁

事業が進んでいるようだった。平壌市内には在日朝鮮人企業との

合弁で楽園百貨店がオープンしていた。私も行ってみたが、小さ

いがサービスのいき届いた感じのよい店だった。大同江の中州に

は仏との合弁ホテルの建設がはじまっていた。 

主席は本当は日本が一番近いので建設費も安くつく、日本と貿

易したり、合弁を考えるのが一番いいのだ、といっていた。 

日本のばあいは韓国との関係やアメリカとの関係があり、門戸

が閉ざされている。そのなかでも朝鮮は日本との交流を期待して

いる。一挙に日朝関係が進んではいかないだろうが、現実の厳し

さを認識しながらも、根気よく日朝交流のため努力していくべき

だと思う。 

私もイデオロギーは違うが、イデオロギーの違う自民党や保守

系の人の中にもそういう考えをもつ人がふえないと門はあかない。

是非そうなるよう微力ながら努力したいと思う。 
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128．２時間と36時間 

 

1985年６月30日、金日成主席は岸昌大阪府知事一行に接見した。 

主席は、大阪府知事一行の朝鮮訪問を熱烈に歓迎し、遠路をい

とわず、わが国を訪ねてくれたことに謝意を表するとして、こう

続けた。 

「東京から平壌まで空路で直行すれば２時間程度で来られるは

ずですが、中国の北京を経由してきたので、なんと36時間もかか

りました。朝鮮と日本は地理的に近い国ですが、今は遠い国のよ

うになっています」 

そのあと主席は、日本の政治家である知事先生に会い、親友に

なれたことをうれしく思う、知事先生は在日朝鮮同胞の民族的権

利を守り、祖国の統一をめざす総聯の活動を大いに援助してくれ

ていると謝意を表し、「知事先生とは今日はじめてお会いします

が、旧知に会ったような気がします。あなたがたとは平壌でお会

いすべきでしたが、ここに来て指導にあたっているので、そうす

ることができず、こちらに来ていただくことにしました。平壌で

お会いできず、遠い地方までご足労を願って申し訳ありません。

…… 知事先生は日朝関係の改善と発展のためにあらゆる努力を

つくすと言われましたが、それは望ましいことだと思います。わ

れわれとしても、朝鮮と日本との関係が改善されることを望んで

います」として、次のように語った。 
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「わが国の周辺には中国、ソ連、日本があります。われわれは

現在、中国ともソ連とも良好な関係を保っています。けれども日

本との関係はよくありません。もちろん、朝鮮と日本には相異な

る社会体制が存在しています。しかし、それは朝鮮と日本が互い

に敵視しなければならない理由にはなりません。事実、世界には

社会体制の異なる国同士が良好な関係を保っている例は少なくあ

りません。中国と日本は社会体制を異にしていますが、仲よくす

ごしています。われわれは、朝鮮と日本に存在する社会体制の違

いが、両国の関係改善と発展の妨げとなってはならないと思います。 

わが国と日本の関係がいまだに改善されていないのは、もっぱ

ら日本当局者がアメリカの『二つの朝鮮』政策に追従し、わが国

に対する敵視政策を実施しているためです。アメリカはわが国を

永久に分裂させ、南朝鮮を共和国北半部に対する侵略とソ連との

対決のための軍事基地として利用しつづけるため、『二つの朝鮮』

策動を執ように追求しています。……わが国と日本との関係を改

善するためには、なによりも日本当局者がアメリカと南朝鮮分裂

主義者の『二つの朝鮮』策動に追従しないようにすることです。 

日本当局者がアメリカと南朝鮮分裂主義者の『二つの朝鮮』策

動に追従しているのは、わが国の統一問題に対し正しい見解をも

っていないためです。日本当局者はわが国の軍事境界線を『反共

防波堤』と称しています。彼らは、われわれが南朝鮮を『共産主

義化』『赤化』しようとしているといっており、南朝鮮が『赤化』

されれば共産主義の影響が日本にも及ぶものと考えているようです。 

われわれは南朝鮮を『赤化』する考えはなく、南朝鮮に社会主
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義体制を強要する考えもありません。われわれが強要するからと

いって、およそ40年間も存在してきた南朝鮮社会が、一両日の間

に社会主義・共産主義社会になるようなこともないでしょう。 

われわれに南朝鮮を『赤化』する考えがないということは、1980

年のわが党第６回大会の報告を見ればよくわかるはずです。われ

われは第６回党大会の報告で、朝鮮の北と南に現存する思想と体

制をそのまま存続させ、北と南が連合して高
コ

麗
リョ

民主連邦共和国を

創立するという方案と、高麗民主連邦共和国が実施すべき10大施

政方針を示しました。 

われわれは高麗民主連邦共和国が実施すべき施政方針で、連邦

共和国はいかなる国の衛星国にもならず、いかなる外部勢力にも

依存しない完全な自主独立国家になるべきであることを明らかに

しました。朝鮮半島は地理的に大国の間に挟まっているので、高

麗民主連邦共和国がある一国の衛星国になると、周辺の他の国が

快く思いません。したがって、高麗民主連邦共和国はいかなる外

部勢力にも依存せず、いかなるブロックにも加担しない完全な自

主独立国家、非同盟国になるのがもっとも理想的です。 

われわれは高麗民主連邦共和国が実施すべき施政方針でまた、

国が統一される以前に南朝鮮に投資された外国の資本には手をふ

れず、その利権を引き続き保障することを明らかにしました。今

南朝鮮には、日本だけでなくアメリカ、フランス、西ドイツなど

世界各国の資本が導入されています。南朝鮮に投資した国の人た

ちは、朝鮮が統一されればそれが奪われるのではなかろうかとい

う危倶の念をいだいています。われわれは彼らの利権を絶対に侵



 

 288 

すようなことはせず、南朝鮮にある資本家の所有と企業活動に対

しても、民族経済の発展に寄与するかぎり、反対しはしません。 

われわれは高麗民主連邦共和国が実施すべき施政方針で、対外

関係においても世界のすべての国と友好関係を発展させるべきで

あると指摘しました。われわれは、アメリカがわが国に対する敵

視政策を放棄し、わが民族の自主権を尊重するなら、アメリカと

もよい関係を結ぶでしょう。 

わが党が堅持しているこのような立場を日本人に正しく認識さ

せるため、朝鮮と日本との人の往来を頻繁にすべきだという知事

先生のお言葉ですが、その問題についてはわが国の関係者と協議

してください。わたしは朝鮮と日本との人の往来を活発にするこ

とには原則的に賛成です。 

朝日両国の関係がどのように発展するかは、全的に日本側にか

かっています。これから、知事先生のような識見をそなえた日本

の政治家と人士が、朝日両国の関係の改善と発展のために積極的

に努力するなら、両国人民間、諸政党および政治家同士の関係も

好ましく発展し、両国政府間の関係も好ましく発展するものと思

います。 

……… 

わたしは、知事先生が今後とも、朝鮮と日本両国人民の関係を

発展させるために大いに努力してくださるよう希望します。 

知事先生が今後、われわれと頻繁に連係を保ってくれることを

望みます。われわれは今回はじめて会いましたが、これからまた

会えば旧友になるでしょう」 
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129．訪朝した最初の財界人 

 

1985年秋、南海電鉄の川勝傳会長が共和国を訪問し、金日成主席

と会談した。 

氏の訪朝は、日本の財界人としては戦後初めてのことで、大き

な話題を呼んだ。 

氏は、金日成主席との会見の印象、日朝経済交流の見通しなど

についての質問に、次のように答えている。 

 

――川勝先生は40年前から一貫して日中友好運動にたずさわっ

てこられた。日本のトップ経営者のなかでは稀有な存在といえる。

その先生が昨秋、朝鮮民主主義人民共和国を訪問された。先生が

訪朝を決意されたわけは何か。 

川勝 たとえ体制やイデオロギーが違ってもいがみあうのでは

なく、同じ宇宙船地球号の一員として仲良くやっていかなければ

ならない。それが可能であることは、日中問題で証明された。朝

鮮民主主義人民共和国とは国交もないままであり、こんな不正常

な状態がいつまでもつづいていいはずがない。朝鮮との関係正常

化には、中国のときと同じように、まず民間交流の積み重ねが必

要だ。文化交流も大切だが、やはり経済交流、日朝貿易を太くし

ていかねばならない。 

日本の植民地時代のことを反省する気持ちがあるとすれば、南
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だけではなく、北とも仲良くやることを考えるべきだ。朝鮮半島

は戦後、不幸にして二つに分断されたが、いまの日本のやり方は、

その分断を利用していると受け取られかねない。 

数年前から私の方に訪朝の誘いが来ており、私の方もかねてか

ら行きたいと念じていた。奇しくも朝鮮解放40周年にあたる昨年、

それが実現できてよかったと思っている。 

――川勝先生は様々な国を現地で見る機会も多いと思うが、社

会主義朝鮮の印象はどうだったか。 

川勝 朝鮮の経済についていろいろいわれてもいるが、一昨年

の秋、訪朝した宇都宮徳馬氏からの報告では、平壌周辺の発展も

すばらしく見違えるようになってきている、とのことだった。 

私の受けた印象も同じものだった。 

平壌は一口にいって非常に清潔だ。これには実に驚いた。秋の

ある日、市民が道路をそうじする場面を目にしたが、好ましく思

った。 

平壌は朝鮮の首都であるが、人口も100万ちょっとのほどよい大

きさだ。交通機関も地下鉄とバスで十分のようだった。住宅も高

層建築が立ち並び、新しいアパートが広くゆきわたっている。生

活の基盤は、うまくバランスがとれているように思えた。 

ヘリコプターに乗せてもらって東西を少し移動したが、上から

見ても緑化が進み国土が大変きれいだった。 

――金日成主席との会見の様子は、 

川勝 会見は、平壌市郊外の静かな招待所で行われた。われわ

れが車で着くと、玄関に金日成主席がニコニコと出迎えに出て来
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られ、まっ先に「川勝先生、ご健康はどうですか」とたずねられた。 

主席は「今日は日曜日で時間的余裕があるので、ゆっくり話し

あいましょう」とリラックスしていた。昼食もまじえてざっくば

らんに話しあったが、金日成主席の印象は一言でいって「大した

人だなあ」ということばにつきる。私は84歳だが、主席は11歳下

の73歳。私のことを兄とよんで大事にしてくれた。年齢からいっ

ても主席は今後ますます活躍されるだろうと確信した。 

主席とは統一問題、日朝問題について意見を交わした。そのな

かで感銘をうけたのは、再開された南北対話や離散家族の相互訪

問などについて、たとえ意見の差はあってもそれをとりまとめて

解決してゆくんだという姿勢だ。日朝問題についても、やれるこ

とから段階的に実現することが必要だと語った。「さすが」だと

思ったのは、民間交流の拡大についても、第三国や日本の反対派

を刺激しないようにすべきだとの配慮を示したことだ。こうした

主席の柔軟な考え方は、今後も重要な政策のなかで発揮されてゆ

くだろう。 

朝鮮が分断されてすでに40年たつ。そのことは容易ならぬ事態

をもたらしている。朝鮮民族が戦争をしかけたわけでもないのに、

戦争の舞台になり、筆舌に尽くしがたい苦難を経験した。こうし

た山積みした問題について主席が真剣に考え、取り組んでいるの

を肌で実感できた。 

……… 
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130．親しい隣邦 

 

1985年10月９日、金日成主席は日本社会党機関紙『社会新報』

編集長に会い、その質問に回答を与えた。席上、主席は日朝関係

問題について次のように語った。 

 

「問 日朝両国関係のあり方についての希望をお聞かせください。 

答 朝日両国間の関係問題については、すでに機会あるたびに

述べているので、簡単にふれておくことにします。 

朝鮮と日本は海を一つへだてた隣邦であるため、正常な関係を

結んで互いに親しくすべきであります。これは朝日両国人民の共

通の志向であり念願であると思います。 

わが共和国政府は、わが国の自主権を尊重し、わが国に友好的

な国ぐにに対しては、たとえ社会体制に違いはあっても善隣関係

を結び仲よくしています。われわれはこのような原則で、日本と

も善隣関係を結ぶことを希望してきました。 

しかし遺憾なことに、朝鮮と日本の間にはいまなお善隣友好関

係が結ばれていません。これは、もっぱら日本政府がわが国に対

し非友好的な態度をとっているためです。 

朝日両国が善隣関係を結ぶためには、日本政府がわが国に対す

る態度を改め、朝鮮の統一に妨げとなることをしないことです。

日本政府は「二つの朝鮮」をつくりあげ、朝鮮の分断を固定化し
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永久化しようとするアメリカと南朝鮮当局者の分裂主義的策動に

同調してはならず、朝鮮の北と南に対し一辺倒政策をとることな

く、公正で友好的な政策を実施しなければなりません。 

日本政府がわが国に対する非友好的な態度を捨てて前向きの姿

勢をとるならば、朝鮮と日本の関係は正常化し、朝日両国は親し

い隣邦となるでしょう。 

朝鮮人民は日本人民との友好・団結を大切にしており、今後、

日本人民との友好・協力関係を発展させるため積極的に努力する

でしょう。 

これまで『社会新報』は、祖国の自主的平和統一をめざす朝鮮

人民のたたかいに多くの助力をしてくれました。 

わたしはこれに対し、編集長先生をはじめ社会新報社のみなさ

んに深い謝意を表し、これからも『社会新報』が正義の使命を立

派に果たし、朝鮮人民の祖国統一偉業に大いに助力してくださる

よう期待します」 
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131．白いカササギの話 

 

参議院議員の久保亘氏は、1987年金日成主席の接見を受け、以

来４回の訪朝で数回にわたり主席の接見を受けた。 

主席が外国人客はきまって玄関先で迎え入れるということ、人

参酒を好まれるということ、……氏の金日成主席についての楽し

い思い出の中には、主席が聞かせてくれた白いカササギの話もある。 

氏が２度目に訪朝して主席の接見を受けた時、代表団団長が何

かのきっかけに東北アジアに広く棲むカササギの話をした。 

それを聞いた主席は、白いカササギの話を興味深く語った。 

いつか、執務室の前庭に都会には珍しい、白いカササギが飛ん

できたのを見て、主席は早速カメラマンを呼び写真を撮らせた。 

主席が身ぶり手ぶりを混ぜて面白おかしく話す様子は、あたか

も目の前で白いカササギが遊んでいるのを連想させた。 

やがて話は終わった。代表団一同は主席の話を興味深く聞きな

がらも、主席はなぜこんなに熱心に白いカササギの話をしたのだ

ろうかと思った。 

主席はそんな彼らの胸中を察してか、にこにこして、白いカサ

サギは平和と幸福のシンボルだと言った。 

平和と幸福のシンボル！ 

ハトが平和と幸福のシンボルだということは誰もが知っている

が、白いカササギが平和と幸福のシンボルだというのは初耳である。 
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しかし、白いカササギを平和と幸福のシンボルだとする主席の

言葉に、一同は深く考えさせられた。 

カラスより小さく、頭と背中は黒色で、肩、胸、腹は白色、尾

は長くて黒い光沢のあるカササギは、日本では北九州にだけ見ら

れる珍鳥だが、アジアの東北部とロシア、北アメリカなどに広く

棲息しており、村落近くの樹上に巣を作り、毎朝人々に吉報を告

げるかのようにチッチッと鳴いて人々を喜ばせる。そんなカササ

ギを、人類の希望と念願に結びつけて愛する主席。代表団一同は

主席のそのような風格に深い感銘を受けた。なかでも久保亘氏は、

それ以来白いカササギについての主席の話が忘れられず、折ある

ごとに家族や友人に白いカササギの話をして聞かせるようになった。 
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132．原則はしっかり、決断は大らかな主席 

 

朝鮮を数回訪問した日本社会党土井たか子委員長は、1987年９

月26日、金日成主席と単独会談を行った。その内容は次の通りで

ある。 

 

主席 スケジュールはきつくありませんか。 

委員長 いいえ。自分の家に帰ったようです。 

主席 今日は少し寒いようです。白頭山は零下７度で雪が降っ

ています。 

委員長 平壌はいいお天気で、雲一つありませんね。 

主席 平壌も10度です。気温が下がりました。 

委員長 でも本当に気持のよい日です。 

主席 綾羅島に行かれましたか。 

委員長 驚きました。素晴らしいところです。 

主席 あそこは、島です。ボートも出せます。青少年のよい遊

び場になります。前には牡丹峰があります。 

委員長 世界の名所になるでしょう。 

主席 そうです。昔から朝鮮の８景があります。平壌はその一

つです。 

委員長 訪問以来のお心づくしに感謝しています。 

主席 配慮といっていただく必要はありません。わが両党は兄
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弟のようなよい伝統をもっているだけに、当然のことです。私は

土井委員長に、はじめてお会いできたことをうれしく思います。

一昨日も申し上げましたが、土井先生は日本の著名な活動家とし

て知られています。 

委員長 この春、東京で主席の生誕75周年のお祝いの宴に出席

させていただきましたが、あらためてお祝いを申し上げます。 

主席 感謝します。 

委員長 そのとき、お目にかかっていれば幾重にもお祝いを申

し上げたと思います。 

主席 感謝します。 

委員長 金正日書記の生誕45周年を心からお祝い申し上げま

す。 

主席 感謝します。 

委員長 来年は、建国40周年をお迎えになりますね。 

主席 そうです。お祝いを準備し計画しています。 

委員長 社会主義建設が、チュチェ思想のもとに進んでいる様

子を見て感激しています。昨日、許錟先生と会談の機会があり、

社会主義経済建設７カ年計画の内容を承り、感銘を新たにしまし

た。また、先ほど、主席閣下の言われた綾羅島競技場を見ました。

人民の皆さんの元気な建設の模様を見て感銘しました。明日、西

海大開発工事の現場を見ることを楽しみにしています。 

主席 ぜひ、ごらんになってください。 

委員長 社会主義建設の輝かしい成功に感銘を受けつつ、お祝

いを申し上げます。昨日、許錟先生との会談で漁業協定について
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合意をいただき心から感謝しています。 

主席 どういたしまして。 

委員長 両党の協力信頼の関係に立って、歴代委員長が関係を

深めてきましたが、私もそのうえに立って、緊張緩和と朝鮮の自

主的平和統一にむけて力をつくしていきたいと考えています。 

南北の関係改善と日朝の友好関係樹立を考えると、東西の緊張

緩和が絶対条件です。すでに主席閣下は、南北の不可侵条約を結

び、アメリカとの停戦協定を平和協定にすると主張されています。

そのなかで、日朝の関係改善正常化についてどんなことを考えて

おられますか。お伺いしたいのです。 

私の尊敬する友人に安江良介さんがいます。安江さんの主席と

の対談が、日本の月刊誌『世界』の85年７月号に掲載されていま

す。私はそれを読んで大変感激しました。そのなかで、主席の言

われていることに涙がこぼれました。それは「私は、国の統一を

成しとげて、民族分裂の悲劇に終止符を打つことができなかった

ことを、いつも胸痛く考えています」また「私は解放後から今日

に至る40年間、一日として国の分裂について忘れたことがなく、

朝鮮人民のなめている民族分裂の苦痛を軽減することを考えなか

った日は一度もありませんでした」と言われていることに感動し

ました。 

主席 感謝します。私はまず土井先生が、私の誕生75周年、

金正日書記の誕生45周年を祝って下さったことに謝意を表するも

のです。また、土井先生が団長として訪問された代表団が、許錟

同志との会談で一連の問題を話し合われたことに感謝します。 
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また、先生が両党間の協力を緊密にしていこうといわれたこと

もよいことだと思います。私は、日本社会党の歴代委員長と親し

い関係をもって両党の関係を発展させてきました。そして、この

たび土井委員長が直接訪問してくださったことは、２人の親しい

関係、両党の関係に役立つでしょう。 

いま、北南関係と統一についてお話がありました。私も簡単に

申し上げたい。 

思うに、北南関係改善で最も大切なことは、アメリカの態度に

かかっていると思います。アメリカは南朝鮮を自らの軍事基地と

して利用するために南を利用し、統一会談も行なわれないように

しています。われわれが、北南関係、統一問題を提案しても実現

されず、答えさえしていません。ですから、アメリカ人の命令に

そのまま盲従盲動する政府があるかぎり、緊張緩和、自主的統一

は進みません。こういった政府があるかぎり、われわれの提案は

一方的にならざるをえません。ですから、統一問題の実現のため

には、南の民主化が進み、自主的政府ができることです。そうな

らないうちは解決はむずかしい。しかし、だからといって手をこ

まぬいているわけにはいかない。そのために声を大きくして、彼

らが少しでも応ずるよう努力しなければならないのです。 

いまの全斗換政権は、全斗換の頭で考えているのではなく、ワ

シントンで考えていることです。アメリカの軍事基地が必要だか

ら北の南侵を言って、ひきつづき軍事基地を利用しているのです。 

先程、土井先生も言われたが、アメリカが南朝鮮を軍事基地と

して必要でないと思うとき、軍縮が進み、よい方向に進展すると
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石橋前委員長も言われました。私は、今回、米ソがINF交渉で合意

したことは大変よいことだと思います。ですから、朝鮮問題にお

いても忍耐強く進めなければなりません。 

私は、二つの朝鮮、民族の永久分裂の策動に絶対に同意しませ

ん。一つの民族を二つの民族に永久に分裂させることは、後世だ

けでなく祖先にも罪を犯すことになります。 

われわれは、緊張を緩和し、軍事境界線を平和地帯化し、軍縮

を進めてお互いの信頼を作り出したい。そこで問題は、南に自主

的に進める民主的政権ができれば、緊張緩和、統一もよりたやす

く進むと思います。われわれは、日本社会党が、われわれの統一

方策を支持し、支持しつづけることに感謝します。 

朝日関係については、われわれの方には何もない。私の考えで

は、この問題は、日本政府にかかっていると思います。日本政府

が非友好的態度を改め、取り消すなら容易に解決するでしょう。

ところが問題は、日本政府が南一辺倒でアメリカの気分をうかが

い自主的解決をしえないで非友好的にしていることです。私は、

日本が自主化されれば、社会党のように自主的政府ができれば、

関係は必ず改善されると思います。私は以前、自民党の代表団に、

アメリカが風邪をひけば、日本がクシャミをするようになっては

いけないと言いました。自主的路線を執行する政権ができるとき

だけ解決されるのです。両国人民の間には何のわだかまりもない

よい関係があるではありませんか。土井先生をはじめとする日本

社会党が、両国関係改善に努力されていることに感謝します。皆

さんが朝鮮総聯を積極的に支持してくださっていることに感謝し
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ます。 

 

この後、主席は食事を一緒にしながら話をしようと誘って一応

会談を終了した。 

主席招待の昼食の一時間余り、主席と土井委員長はさらに国際

情勢および朝鮮の統一などについて懇談した。土井委員長は訪朝

に先立つ訪米において得たアメリカの政府・議会の朝鮮に対する

考え方について話をした。 

アメリカの議会を中心に、朝米の対話促進の意向が強いことを

委員長が述べたことに対し、主席は、われわれは、アメリカとの

対話の扉を閉ざしたことはない、対話と協調の方針は一貫してい

ると語り、外交官の接触についても、形式的挨拶以上の接触を認

めるべきだとの考えを示した。 

さらに、統一に関連して、北は南に社会主義を押しつけないし、

南は北に資本主義を押しつけてはならない、双方の違いを認め合

う形での統一の道が可能である、と語ったのが印象的であった。

そのほか主席は、社会党の考えているアジア軍縮国際会議の開催

に強い関心を示し、朝鮮労働党としても積極的に支持、協力する

意向を述べた。 

錦繡山議事堂で開いた土井委員長の答礼宴において、金日成主席

と土井委員長は、今回の日本社会党代表団の訪朝が、両党間の親

善と友好協力関係の発展のうえで果たした重要な意義と成果を認

め合い、両党首同士の友情と親交をあつくしたことを喜び合うと

同時に、朝鮮半島の緊張緩和と自主的平和統一の実現に共通の立
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場と積極的連帯の意思を表明した。また、土井委員長は、朝鮮人

民が達成している社会主義建設の成果を高く評価し、金日成主席

は、社会党代表団が忘れがたい深い印象を残し、このたびの訪朝

が立派な結実をもたらしたことを喜び、日本社会党の全党員と日

本人民に送る、朝鮮労働党員と人民の心からの挨拶を伝えてほし

いと述べた。 

９月28日、平壌を出発した日本社会党代表団は朝中国境を通過

する機内で、土井委員長の名で金日成主席に深い謝意と惜別の情

がこもった電文を送った。 
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133．「新しい英雄叙事詩の国」 

 

古代東洋博物館館長の江上波夫氏は日本の著名な考古学者であ

った。氏は生前、歴史問題で日本文化が高句麗から移入されたと

いうことをしばしば強調していた。 

江上氏は、1906年山口県に生まれ、30年東大東洋史学科を卒業

し、48～67年東大教授を務め、以後札幌大、上智大教授、日本考

古学協会会長、日本オリエント学会会長、東アジア史学会会長を

歴任した。氏が40年に発表した日本国家の起源に関する「騎馬民

族日本征服説」や56年以後に実施した人類文明の成立と発展に関

するイラク、イラン、シリアの発掘調査は大きな反響を呼んだ。

氏は日本学術会議会員で、91年文化勲章を受けている。 

江上氏は天皇家の家庭教師を務めたことがあるが、ある日、昭

和天皇にあなたの祖先は高句麗の人だと言ってまわりの人々を驚

かせたことがある。昭和天皇だけでなく、その子の平成天皇にも、

あなたの祖先は百済の人だと言い、自分の見解を主張した。驚い

たことには、彼の話を聞いた平成天皇がある記者会見の席上、私

は百済の人だと発言し、このことが波紋を呼び、天皇の祖先が朝

鮮人であると主張する江上氏に世界の関心が向けられた。 

江上波夫氏が最初に朝鮮を訪問したのは1986年のことで、その

きっかけとなったのは、1985年に日本で戦後初めて「高句麗文化

展」を開催したことである。この企画は朝鮮総聯の依頼を受け、
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在日朝鮮人諸氏からも資料提供などの協力を得て実行された本格

的なもので、その年の秋から翌年の春まで全国10カ所で開催され、

大変な好評を博した。この展覧会の大成功によって、氏は共和国

から招待を受けた。 

その時、氏のほかにさらに２、３名が招待されたが、江上氏ら

はせっかく行くのなら大勢の方がよいだろうと考え、考古学界だ

けでなく、各界の専門家数十人で使節団を組織して訪朝すること

にした。 

氏は平壌で「古代日朝シンポジウム」を開き、朝鮮の歴史学者

たちに会って交流を深めた。 

この時の訪問で氏は、朝鮮民主主義人民共和国という国の素晴

らしさを実感したとして、こう述べている。 

――この国は、既に何度か訪問された方々が言われるような社

会主義国ではありませんでした。そういう方々には到底理解でき

ない、世界に類のない全く独自の手づくりの国でした。 

長年多くの国々の盛衰を研究してきた私も、その独自の国づく

りの様子には深い感動を覚え、その感動を「新しい英雄叙事詩の

国」という詩に託しました。 

その詩を金日成主席が読まれたのが２回目の訪朝のきっかけに

なりました―― 

氏は、金日成主席に会えたのは1987年の秋のことだとして、次

のように続けた。 

――金日成主席にお目にかかったのは、３度目に訪朝した1987

年10月22日でした。 
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その時、私が制作していた「騎馬民族国家」の映画の話を主席

にしましたら、大変興味を示され、その中の「高句麗編」に技術

面を含めてご協力をいただきました（共和国の映画制作の技術は

たいへん優秀なものでした）。 

このように主席は、気さくに私たちに協力をしてくださるよう

な、気のおけないお人柄でしたので、お互いに楽な気持ちで語り

合うことができました。 

この３度目の訪問で、この国は金日成主席が指導し、全国民が

一致団結してつくったまぎれもない手づくりの国であるという実

感をさらに深めました。 

東北アジアの騎馬民族は、中国大陸や朝鮮半島あるいは日本な

どに分布しています。それゆえ朝鮮民主主義人民共和国と日本は、

民族的にも文化的にも非常に近いものがあり、また、どちらも戦

後の廃墟の中から立ち上がり国づくりをすすめ、現在に至ったと

いう点で共通しています。そういう民族的観点から考えても、今

後の交流でもお互いが理解しあえるよい関係が生まれてくると私

は考えています。 

金日成主席に「騎馬民族国家」の映画のことを話した際にも、

このことを強く感じました。騎馬民族が東北アジアの各地で立派

な文化や生活をつくっていった歴史を映画に撮ることで、その後

裔である私たちがお互いに理解し合えるということを、主席は確

信しておられました。 

金日成主席の偉大さは、抗日運動などを通じて国民を一致団結

させ、国づくりに向かわせた指導力にあると私は思います。しか
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も長期的な視野を持ち、将来までもきちんと見通した政策を立て、

それが代を継いで踏襲できるように道をつくっています。これか

ら起こりうる出来事を想定して、今どうすべきかを考えて行動し

ているのです。 

そしてこれからもこの国はいっそう発展して、立派な国になっ

ていくでしょう。 

私は３度にわたる訪朝で、共和国の発展の歴史を見、主席をは

じめ多くの方々と接したことで、そんな確信を持つようになりま

した。また、この国に対する興味もますます深まりました。 

できれば近いうちにまた訪ねたいと思っています―― 
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134．傾 倒 

 

1990年９月26日、自民党代表団（団長金丸信）と社会党代表団

（団長田邊誠）に加わって朝鮮を訪問した自民党所属衆議院議員

の石井一氏は待望の金日成主席の接見を受けた。 

氏は帰国後、図書『近くなった遠くの国』に次のような文を書

いている。 

 

突然、妙香へ 

 

とっさの連絡で当惑を隠し切れない団員を「さあ夕飯を食べろ、

さあ出かけるぞ」とせかしながら、一泊旅行の身仕度をして百花

園迎賓館をあとにしました。 

この妙香山の地は、金剛山、白頭山と並ぶ３大名勝の地として

みんなが訪れる保養地でした。 

 

金日成主席との会談 

 

翌朝、前夜があんなに遅かったのにみんな早くから目が覚めて、

朝食をとる者、朝の散歩に出る者、まだ日程がわからないまま所

在なげです。外に出ると、まさに山の中。ひんやりとしたすがす

がしい空気が身体を包んでくれます。見渡すかぎり緑の木々に囲
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まれた、いかにも景勝の地にふさわしい景色が前に広がります。

朝霧が周囲を包み込み夢の中にいるような気分です。 

われわれに迎えがきて全員徒歩で主席との会見場に向かいます。 

建物の中に入ると、われわれはやはり大きな風景画の描かれた

接見室に案内されました。それから15分程経ったでしょうか、会

談を終えた金日成主席が、金丸、田邊両団長と一緒に、われわれ

の待つ部屋に入ってこられました。一人一人と挨拶の握手です。

金丸先生より２つ年上の78歳とか。がっちりした身体に大きなダ

ミ声、私は15年前に訪問して主席に会った経験がありますが、そ

の当時と比べて少しは髪が白くなり、足下がゆっくりになったと

いった感じですが、本当に元気なお姿には驚きました。20分程度

の接見の間、主席は日本が経済大国に成長してきた過程を堂々と

ほめ上げ、朝日間の新しい関係改善がいかに大切かを強く訴えら

れました。 

金丸先生はトップ会談でどうやら富士山丸船員の釈放について

何らかの確証を得られた様子で、いかにも感極まったという面持

ちです。金丸先生は「世界の平和やアジアの安定、日本のあらゆ

る面の安定のためによい仕事にかかわれたことを政治家のはしく

れとして非常に光栄に思う。この大きな問題で歴史の１ページを

作ることに対しては、晩年の私だけでなく、訪朝団一行も同じよ

うな気持ちだろう」と訪朝の成果を意義づけられました。 

近くで先生の話を聞きながら、間違いなく大きな成果を得るこ

とができたのだなという熱い思いがこみあげてきます。田邊先生

も長かった今日までの社会党と朝鮮労働党との関係を振り返り、
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これまた感慨のこもった挨拶をされました。 

 

 

心のこもったもてなし、午餐会 

 

金日成主席との接見のあとはお決まりの記念撮影です。最初に

自民党、そして社会党、それから自社合同で記念撮影、最後は記

者団と続きます。ちゃんとそのための舞台が段々状に用意された

撮影所での撮影でした。 

それが終わるとすぐに渡り廊下を案内されて丸いドームのよう

な大食堂に入りました。一つのテーブルは十数人かけられる大き

なもので午餐会が始まりました。われわれは、記者団の36人を除

いて53人全員が顔を揃えています。宴会は最初から和やかな雰囲

気で進められました。とくに主席自身が実に素晴らしいホストぶ

りを発揮し、客人を決して飽きさせないように、次から次へと話

題を広げられるのです。血色もよく、あの元気なダミ声を聞いて

いるかぎりとても78歳には思えません。 

食事中の会話の中でもユーモアたっぷりに、たとえば側に座っ

ている山村新治郎副団長には、「あなたは昔、人質としてわが国

にお出でになりましたね。今回はわれわれの客人です。大いに飲

んで下さい。乾杯しましょう」と酒を勧めます。 

日本の古い友人の名前も次々に出てきます。宇都宮徳馬、久野

忠治、そして田村元といった先輩たちの近況をなつかしげに尋ね

られます。「どうかよろしくお伝え下さい」という言葉に深い信
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頼と友情を感じるのでした。 

主席はしきりに人参酒を客に勧め、自分の健康の源はこの人参

酒とキムチだと言いました。 

宴がたけなわになってくると、主席は自分の席を立って、一つ

一つのテーブルを乾杯しながら回り始めました。それも代表議員

団だけではなく、政府関係者、随行団一人一人との乾杯ですから、

10テーブルで53人全員との乾杯です。彼らはまさか主席が自分の

ところに回ってこられるなど思ってもみなかったようで、その感

激ぶりは大変なものでした。また、この席に同席している北朝鮮

側の人たちが、こんな光景はみたこともないと興奮し、あなたた

ちはラッキーだラッキーだと騒ぎます。金日成主席の見事に洗練

された外交官ぶりに大変盛り上がった午餐会となりました。 

１時過ぎに食事も終わり、土産物の交換もすんで、われわれは

平壌に戻る準備をするため宿舎に帰り、３時の汽車の時間まで自

由な時間を過ごすことになりました。景勝の風景を楽しむ者、近

くにある、国際親善展覧館を見物する者、部屋で一休みする者、

それぞれがつかの間の自由時間を楽しんでいました。 

 

金丸ひとり妙香山に残る 

 

金日成主席との会見、そして午餐会も無事終わり、富士山丸の

２人の釈放もどうやら実現できそうで、何となくホッとした安堵

感を味わっていたそのときでした。金容淳書記が慌ただしく金丸

先生の部屋に飛び込んできました。「主席が、ぜひ金丸先生と２
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人だけでゆっくり話をしたいと希望しているので、どうか先生だ

けはこの妙香山にもう一晩残ってほしい」という突然の申し出で

した。 

すぐに私が先生の部屋に呼ばれ相談を受けたのですが、「主席

からたっての希望といわれて残らないわけにはいくまい。秘書と

護衛だけを残すので、君はみんなと一緒に予定通り汽車で平壌に

戻ってくれ。ただ一番気になるのは田邊団長のことだ。同じ団長

同士で来ているのに自分だけ残るのというのもいかがなものか

な」と。そして、「田邊はどこだ。田邊はどこだ」と、私にせが

まれましたが、いかんせん宿舎には田邊先生の姿はなく山中を捜

し回る余裕などありません。「私がこの突然の事態を汽車の中で

説明して田邊先生と社会党側にご了解をもらうようにしましょ

う」と答えましたが、先生は自分だけが残って主席と会うことは、

橋渡しをした社会党のメンツを潰すことになりはしまいかと心配

そうな様子です。 

そのとき、私が気になりだしたのは記者団のことでした。今朝

から金日成主席とのトップ会談が続けて行なわれているのに、記

者会見はまったく行なわれていません。帰りの汽車の中でという

約束になっていたのに、金丸先生が残るということになるとそれ

も不可能になる。いまの時間を逃せば明日になってしまう。日本

国民が注視する中での重要な金日成会談の報道を１日遅らせるわ

けにはいくまい。汽車を待つ間の時間しかない。私は金丸先生に、

記者たちをここに連れてくるので緊急会見をしてほしいと要請し、

車を飛ばして記者団の宿舎である香山ホテルに向かいました。も
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ともと呉越同舟の訪朝団です。最初の申し合わせで記者会見は必

ず自社合同という約束がありましたが、この緊急事態ではやむを

得ない、と私が独断で決めたのでした。 

香山ホテルのプレスルームには、限られた機材しかなく、記者

諸君は日本への原稿送りに忙しそうです。出発の時間まであと１

時間しかない。手短かに同行記者団長の『毎日新聞』の井上記者

にこの間に起こった事情を説明して、全員いますぐ身仕度を整え

て金丸先生のいる宿舎に来てくれるよう頼んだのでした。どんな

ことが起こったのか、すぐに察知して、記者団はバスに乗り込み

私のあとを追いかけてきました。まったく予期せぬ事態の中で緊

急の金丸記者会見がはじまりました。朝から始まった主席とのト

ップ会談、午餐会での言葉のやりとり、それから急に主席からの

要望でもう一晩妙香山に残ることになったてん末について説明が

ありました。 

このときは、とくに海部総裁からの親書が問題となり、主席は

その内容に大いに満足していたということなどが話題でしたが、

なにせ時間に限りがあり、詳細な説明はできません。記者諸君も

３時には汽車に乗らなければならないのです。実に慌ただしい会

見でしたが、私は金丸先生が会見をしたというだけでよい。細か

い点はそのトップ会談にともに参加された田邊社会党団長に汽車

の中でゆっくり説明してもらおうぐらいに考えて、金丸先生と秘

書、護衛官２人ずつ、計５名を残して妙香山駅へ急いだのでした。 

 

帰りの列車は険悪 
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残る一行全員は昼食後、妙香山の観光名所や国際親善展覧館の

見学を終えて、妙香山駅には午後３時ぎりぎりに到着しました。

私も金丸先生と別れて列車に１人飛び乗り、列車は定刻に妙香山

をあとにしました。汽車が発車するとすぐに田邊先生の乗ってい

る個室に飛び込み、この間の事情を説明し、了解を求めようとし

ました。 

「田邊先生、この汽車に金丸は乗っておりません」。はじめは田

邊先生も事情が呑み込めず、何か金丸先生が体調を崩したのでは

ないかと勘違いでもされたような印象でしたが、私のくわしい説

明でようやく事情がわかった先生はやはり愉快ではなさそうで、

私は必死に金丸は田邊先生を差し置いて１人残ることを気にして

いた、何分緊急な突発事態だけにどうかお許しいただきたい、先

生は主席とは長い古い友人関係だが、金九は初めてお会いしたば

かり、そんな事情で主席からたっての要請をお受けした次第です、

と懇願しました。田邊先生から、一応の了解は得たもののおそら

く内心は穏やかではなかったことだろうと思います。ほかの社会

党団員の空気も厳しく、あとでわかったことですが、そのとき、

社会党団には金丸団長が妙香山で緊急記者会見をやったことが誤

って伝えられ、私自身が勝手に社会党との申し合わせを破って抜

けがけ的に記者会見をしたと誤解していた節がありました。社会

党の人たちの怒りは激しく、とくに広告担当の田並代議士は、口

もきいてくれません。とにかく事情がわからずキョトンとしてい

る久保、山花といった人たちに説明して田邊先生のとりなしを頼



 

 315 

みました。 

記者団から詳しいブリーフを田邊先生にしてほしいと要請があ

りますが、田邊先生からはなかなか OKがでません。彼らは、記者

会見のあと平壌に汽車が着くまでに原稿をまとめ終えたいという

事情があり、早く早くとせがんできます。汽車は走り、時間はド

ンドン過ぎていきます。空気は険悪、気ばかりが焦ります。かれ

これ１時間ぐらい過ぎた頃でしょうか、記者団からの強い要請に

田邊団長はようやく会見に応じてくれました。何となくギクシャ

クした空気の中での会見でしたが、立場上私も立ち合わないわけ

にはいきません。金丸先生のアバウトな会見と比べて田邊先生は

きちんとメモにそって説明をされます。私自身も主席との会談に

同席したわけではなかっただけに、田邊会見を脇から聞いて、は

じめて全貌がわかってきたのでした。 

記者団もようやく全体の流れが読み取れて金日成会談の記事が

でき上がったようでした。この国がいつもやる手、突然の日程通

告には先遣団のときから悩まされてきましたが、この大事件には

本当に振り回されました。 

 

なごやかな自民党 

 

田邊先生の記者会見が終わるときになって、私は大事なことを

忘れているのに気づきました。それは、金丸先生がひとり残った

ことを自民党のみんなに知らせていないことです。秘書をせきた

て、ぐっすり眠っている人たちを無理に起こして全員サロン車に
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集まってもらい、ことの経過を説明しました。 

「金丸団長はこの汽車に乗っておりません」。 しかしわが自

民党の連中はおおらかなものです。「わかった、わかった。先生

がゆっくり金日成主席と時間をかけて語り合うことは両国のため

に大変良いことだ」「先方の希望なら仕方ないだろう」「しかし、

ピンさん（筆者のこと）、君も残って側にいた方が何かと安心だ

ったのに…… 」「僕が残ってしまったらこの汽車には誰も事情の

わかる者がいないではないか」「金丸と石井がいない、と大騒ぎ

になるぞ」。大笑いの中で報告は終わったのですが、最後に誰か

が不謹慎なジョークを飛ばします。 

「団長は拉致されたんではなかろうな」。ドキッとする冗談で

したが、仲間の暖かい気遣いの中で特別列車は昨日出発した同じ

駅に間もなく滑り込んだのでした。 

 

金・金会談 

 

金丸信・金日成会談で何が話し合われたのか。あとで何かと論

議の焦点になった点ですが、私も陪席しておらず、詳しいことは

わかりません。金丸先生自身が報告や説明を積極的にする人でな

い以上、すべては先生の胸のうちということになるわけですが、

その後、別の機会に先生の口からポツリポツリと出てきた言葉を

つなぎ合わせていくとおおむね次のようなことになるようです。 

私たちが慌ただしく記者会見をすませて立ち去ってしまったあ

と、夕方の４時頃に金日成主席の方から金丸先生の休んでいる宿



 

 317 

舎に足を運ばれ、２人だけの懇談の時間が持たれました。主席が

客人の部屋を訪ねることは異例のことだそうです。翌朝は３回目

の会談がおよそ２時間あり、さらに昼食を一緒に食べながらの時

間も合わせますと５時間近くにも及ぶ長い会談でした。 

何か相手の術中にはまってしまったかのような批判があります

が、先生によると話の中身はお互いが外交交渉をするために議論

を交わしたわけではないのです。談論風発というか、老成した政

治家が立場を超えて、お互いの歩んできた道をなつかしみ、現在

の苦労話に花を咲かせ、世界がどう動いていくのかなど、自由で

親密な雰囲気の中で語り明かすといったもので、特別に２人の中

で約束事をすることなどはなかったということです。金主席から

は独立して自分なりの国家を作ってきた苦労話が述べられ、海部

総裁の親書を高く評価し、労働党創立45年の記念式典にはぜひ自

民党の代表も来てほしい、という招待がありました。金丸先生は

日本がかつて朝鮮半島にしてきた不幸な過去に対して率直に申し

訳なかったと詫び、できるかぎり償いたいという誠意をしっかり

伝えられました。 

そして、金丸先生が韓国に出かけたとき、戦前の日本軍隊の仕

業をろう人形で表現している独立記念館に案内された体験談を出

して、これからの新しい日朝関係を築くためにも、あの痛ましい

姿はどうか北ではみせないでほしい、といった思い出話も出たそ

うです。また、北朝鮮の核査察にも言及するなど、きちんと「言

うべきことは言う」姿勢を貫かれたのでした。主席は、意外にも

戦後日本が歩いてきた道は正しかったと高く評価して、アジアの



 

 318 

ことはアジア人で解決していこう、と語られたのでした。つまり、

この金・金会談は実務者が交渉事でかけ合うような雰囲気、内容

ではなかったのです。 

金主席と金丸先生の談話は、アジア、ヨーロッパの最近の情勢、

アメリカの動向、韓国の実情や南北朝鮮問題など多岐にわたった

話し合いだったようです。そして金丸先生は最後の最後に富士山

丸の船長、機関長の釈放をさりげなく重ねて要請され、主席から

は誠意ある「いま、当局が釈放の方向で検討していますのでよい

結果が出るでしょう。法律は人間が作るものですから」という返

事があって、その最後の言葉で、先生自身が２人の釈放の確証を

得られたようでした。 

帰国後、この金・金会談に日本側から一人も通訳を連れず会う

のは外交のイロハを知らない者のする過ちだという批判が起こり

ましたが、これなど現場を知らない無責任ないいがかりそのもの

です。 

２人の巨頭は何かを取り決める役目をおびて会談をしたのでは

ありません。外交案件の処理を果たす立場でもありません。それ

らは、はじめから政府間交渉に委ねることに合意した上での話し

合いです。実務者の前例に縛られた発想、周囲への気遣いばかり

を考える頭では10年経っても重い扉は開かないでしょう。政治家

同士が腹を割った話し合いの中から強い信頼でお互いに結ばれる

ことこそ、金丸訪朝の本当の目的ではなかったのでしようか。 

 

以上の文は、朝鮮を訪問した日本人たちにある意味で共通して
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いる微妙な心理がリアルに表現されている。言い換えればそこに

は金日成主席への〝恋情〟とも言えるほどの傾倒ぶりが軽妙な筆

致で言い現されているのである。 

朝日の親善を心から願う主席の真情は、今日も朝鮮人民の心の

中に連綿としてうけつがれている。 
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135．朝鮮式社会主義は不敗である 

 

埼玉大学教授・経済学博士鎌倉孝夫氏は、1982年と90年に金日成

主席の接見を受けた。氏は朝鮮の学者たちと何度も議論を重ね、

チュチェ思想の具現されている朝鮮の現実をつぶさに視察し、チ

ュチェ思想が朝鮮の地にしっかり根をおろしていることを確認し

た。とりわけソ連と東欧社会主義の挫折で世界が騒然としていた

頃の1990年９月に訪朝した際は、主席の詳細な話を聞き、朝鮮の

現実をいま一度確認した。氏は帰国後、「人民大衆中心の朝鮮式

社会主義の成功、発展を期待する」という文を発表した。 

以下はその全文である。 

 

１ 

 

社会主義の理論・思想・運動・体制が現代に通用せず崩壊した

という風潮が強まっているが、ソ連・東欧「社会主義」の崩壊の

危機は、決してそのことを意味するのではない。たしかに従来の

ソ連・東欧の体制には、社会主義を発展・確立させうる制度的条

件はあったし、基本的理論や原則も決して誤っていたとはいえな

い。崩壊したのは、社会主義を発展・確立させうる制度的条件を、

生かしきれず、むしろ社会主義を歪める方向に歪曲させた政策、

体制であり、具体的にいえば社会主義の政治、経済、社会、文化
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の主体たるべき人民大衆を、主体として位置づけ、主体としての

役割を担う力量を築けず、党が主体を代行するだけでなく、むし

ろそれ以外に主体はないものとして振舞い、その結果大衆から遊

離し、大衆を指導するという名目で逆に大衆を管理・統制し、独

裁化したことである。と同時に、マルクス主義の一般的原理を、

原理として限定してとらえずに、ロシア的現実に直接的に適用し、

むしろ後者をもって原理とするという理論的誤りを持っていた。

すなわち、本来社会主義の発展・確立にむけて解消され、改革さ

れなければならないロシア的特殊性、あるいは非近代的要素を、

マルクス主義の原理に基づくものとして絶対化してしまったので

ある。 

こうした事態の中で、社会主義における指導政党のあり方――

果たして指導政党はあるべきなのかを含めて――が厳しく問われ

ているし、指導政党の清算主義的解消に組しないとするならば、

なによりも党中枢の指導者あるいは指導部の思想、姿勢、基本的

にはその人間性自体が問われよう。と同時に、マルクス主義の原

点に立ち帰ったその再確認、さらにマルクス主義の基本的原理と

その現実具体的適用――時代の変化と各国特殊性の明確化の上で

――について厳しい見直しと認識の確立が要請されるといえよう。 

日本では、南朝鮮からの意図的、撹乱的な誤りを多分に含んだ

情報がもっぱらマスコミあるいは、いわゆる韓国ロビーに関わる

評論家などから大宣伝されて、朝鮮民主主義人民共和国の正しい

実情や、指導思想としてのチュチェ思想の内容、意義、指導者・

金日成主席の思想、理論、方法、政策からその人間的性格、後継
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者の決定の仕方や後継者・金正日書記の思想、理論、方法、そし

てその資質や実際の行動について、余りにも理解が不足している。

私自身、1979年以降６回の訪朝と学者との何度もの議論、82年と

90年の、２度の金日成主席との接見を通し、朝鮮の実情やチュチ

ェ思想の内容、意義について一定の認識、理解を持ってきた。と

りわけ主席が創始されたチュチェ思想をはじめ、朝鮮社会主義の

現実の建設方針、政策について学び、また主席の人間性について、

深く感銘をいだいている。まさに「人民大衆中心の朝鮮式社会主

義」は、着実、堅実に勝利しつつあると確信している。そこには

類稀なる指導者と、その下に一体となって結集した朝鮮人民の確

固不動の社会主義への確信がある。民族の分断、帝国主義勢力に

よる政治的、思想的、さらには経済的な反社会主義解体化攻撃、

ソ連・東欧体制の崩壊による影響等、様々の厳しい現実の中で、

着実、確固と前進する「朝鮮式社会主義」は、私たちに対し、社

会主義の理論、思想、運動、体制の正しさを、現実に示している

し、示し続けることを期待させているし、その期待を必ずや果た

してくれるであろうことを確信するものである。 

 

２ 

 

金日成主席との２度の接見を通し、「朝鮮式社会主義」の着実、

確固とした前進の根拠を私なりに整理し、示してみたい。第一に、

指導者、指導部隊としての党と、大衆との強固な団結、組織性に

ついてである。第２に、その中で果たす党の役割、任務について
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である。そして第３に、社会主義の理論と思想の確信、とくに具

体的実情に即したマルクス主義の自主的、創造的発展について、

である。ここではまず第一点について示そう。 

主席の基本姿勢は、まさにこの指導者あってはじめて、朝鮮革

命と社会主義建設の実現・発展があることを強く受けとめること

ができる。 

主席はつねに「人民から学ぶ」ことを基本の姿勢とし、そして

「人民の力」に限りない信頼を寄せていることをまず指摘してお

きたい。私たちとの接見のさい、主席は不断に現地指導で人民大

衆の中に入り、大衆と苦楽を共にし、その要求を受けとめ、全力

をあげてこれを実現すること――それが自らの任務であることを

強調された。「人民の中に入っていけば、多くのことを学ぶこと

ができます。また人民から学びながら勇気も与えられます」「人

民の力は偉大なものです。……人民の力は無尽蔵ですし、かれら

が創造性を発揮するなら、大きな力を発揮することができます。

これが闘争によって得た結論です」と、主席は述べられた。 

一体このように限りなく人民の力を確信し、人民の中に入って

人民と一体となって歩んでいる指導者が果たしてほかにいるだろ

うか。ソ連・東欧体制の失敗が、党と人民大衆の遊離、党の官僚

主義化にあるとするならば、「朝鮮式社会主義」には、何よりそ

の指導者には、人民との遊離も、官僚主義的偏向もありえない、

といえよう。 

と同時に強調しておきたいのは、主席の考え、そして「朝鮮式

社全主義」のあり方においては、人民大衆の自主性と創造性の発
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揮に社会主義革命と建設の最大の根拠をおいていることである。 

1925年～28年頃、コミンテルンの指導で朝鮮共産党が創設され

活動しているとき、朝鮮の革命運動に対してもコミンテルンの方

針の押しつけや、セクトの争いがあった。その頃――主席が私た

ちに話してくれたことであるが――ソ連から主席に対し留学する

よう通知があった。主席は十分熟慮のうえこれをことわった。「マ

ルクス・レーニンの書いた本は見れば分かる。しかし、革命をす

る方法は、人民に学ぶものである。ソ連に学ぶことができるのは

経験だけだし、それは時間があるとき行けばよいのだ、といった。

ロシア革命をするのではなく朝鮮革命をするのだから、その方法

は朝鮮人民に学ばなくてはならない。われわれは革命しながら学

ぶし、朝鮮革命は朝鮮人民に学ぶのだ、といった」と述べられた。 

 

３ 

 

次に第２点、指導政党の役割、任務についてである。この点に

ついても、ソ連・東欧における社会主義・共産主義政党の指導政

党としての地位、役割の解体――自己解体――の状況の下で、指

導政党の存在自体が大衆からの党の遊離、党の官僚主義化をもた

らすという考えが生じ、憲法上の指導政党としての地位規定の削

除にとどまらず、指導政党としての政治的、社会的役割の放棄が

行われなければ、民主主義は成り立たないという考えが広まって

いる。社会主義における指導政党は必要がないのか、あるいは必

ず官僚主義に陥るのか。 
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この点についても朝鮮民主主義人民共和国は現実的回答を与え

ているように思う。 

90年９月、日本から金丸訪朝団訪朝の直前、私としては２度目

の主席との接見の機会を得たが、そのさい主席が強調されたこと

は、何よりも「人間中心、人民大衆中心」であることと共に、「す

べてのものを人民に奉仕する」という党の基本的役割についてで

あった。 

「わたしがいいたいのは、社会主義制度を強化するためには、

人民的施策を実施し、人民の創意性が発揮されるのが、もっとも

重要だ、ということである。人民の生活を指導しているのは党で

あるから、党を強化し、党が人民のために活動するようにすれば、

人民の反対を受けることはない、ということである」と、主席は

述べられた。 

「人民大衆にかぎりなく忠実なわが党は、政策を立てるにして

も、つねに人民の中に深く入ってかれらの意思と要求が何である

かを確かめ、それを反映して立てています。わが党のすべての政

策は、人民の意思と要求を反映しているが故に、人民大衆自身の

ものとなり、実生活に立派に具現されています。われわれは今後

も、人民の利益を擁護することを党活動の最高原則とし、党のす

べての活動を徹頭徹尾、人民大衆の意思と要求に即して行なわな

ければなりません」（『人民大衆中心の朝鮮式社会主義は必勝不

敗である』 ）と金正日書記は述べているが、これこそ主席の指導

の下で朝鮮労働党が現実に実行していることなのである。領袖――

党――大衆の思想的、組織的団結、これが革命と建設の自主的主
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体の確立であり、革命と建設の正否はこの自主的主体の活動によ

って左右される。 

ソ連・東欧体制において、指導政党が解体した原因はどこにあ

るか。それは、本来人民大衆の意思と欲求をもっとも正確に受け

とめ、人民の意思の代表者として政策を形成し、実行しているは

ずの党が、人民の意思と欲求から乖離してしまったところにある。

指導政党――前衛――その思想、方針、政策はつねに正しいし、

科学的である。反面人民大衆の思想、欲求はかならずしも拓かれ

ていないし、社会主義思想は未熟・未確立であり、指導されなけ

ればならない存在である――この考えが固定し、ひとり歩きし、

結局人民大衆から遊離し、人民を被指導―被支配の対象としてし

まった。党の施策の正しさは、何よりもそれが人民大衆の意思と

欲求を正しく反映しているかどうかに関わるのであり、それは党

が日常不断に人民の中に入って人民の意思と欲求を実際にとらえ、

たしかめることによる以外にない。机上の観念的空論を科学的で

正確だとして人民に押しつける人民大衆蔑視は、官僚主義を生み

出す。日常的な生活――労働、建設と社会的活動の中で大衆がい

かなる意思、欲求をもち、それをいかに実現するか、これが党の

政策形成と施策の基礎にされなければならない。 

もちろん大衆はつねに社会主義意識をもって行動しているとは

いえない。また、それぞれの社会的地位や仕事のちがいによって

個別的、特殊的利害関係や欲求を持つし、利己的利益に走りやす

い。また、ブルジョア思想の宣伝等によっても影響される。党は、

人民大衆中心の、そして人間性に最高の価値をおく思想を不断に
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鍛えるとともに、個々人の利益を可能な限り尊重しつつ、社会全

体の利益を実現してこそ個々人の利益になること、さらに特殊的、

個別的利益実現の調整と先見性をもって大衆を指導しなければな

らない。 

重要なことは、社会主義革命と建設の主体としての人民大衆の

形成であり、その自主性、創造性の喚起である。啓蒙、啓発によ

る自発性の喚起こそ、党活動の作風とならなければならない。と

同時に、まさに日常的な生活、労働の活動の中にこそ、社会主義

思想の基盤があることを大衆に自覚させ、社会全体、集団の利益

の実現が、個々人の利益実現になることを認識させること、強制

でなく自主的、自発的な意識に高めることこそ党の任務である。

このような党の任務を現実化するには、したがって当然大衆によ

る党の政策、方針への批判、党員の姿勢、活動への批判を容認す

る制度的保障が不可欠である。 

社会主義が人間＝人民大衆を真に主体とする社会であり、人間

の本質に即し、人間性を無限に発展させうる社会であるとすれば、

そこには人間中心、人間性に最高の価値をおく普遍的価値観があ

るはずである。それは大衆に対する指導的価値観とならなければ

ならない。指導政党はこの価値観を鍛え、高め、大衆に対する思

想、意識の指導的役割を果たす必要がある。しかしこの価値観の

大衆に対する指導は、外的強制でなく、大衆の日常的生活実践に

基づいて大衆自らが主体的に実感として受けとめ、確認しうるも

のでなければならないし、確認できるはずである。 

人間中心のチュチェ思想を指導思想とする共和国は、真に人間
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＝人民大衆を主体とした社会を建設する上に果たす党の意義を、

現実に示すものとなるであろう。 

 

４ 

 

第３点、社会主義の理論、思想の確信、とくに具体的実情に即

したマルクス主義の自主的、創造的発展についてである。 

私たちとの接見のさい、金日成主席がとくに強調されるのは、

社会主義への確固とした確信である。「わたしが強調したいこと

は、複雑な国際情勢の中にあっても、社会主義の未来に悲観して

はいけないということ、歴史発展の法則に従って社会主義は必ず

勝利し、資本主義は没落する、ということです」と主席は述べら

れた。 

「アメリカはなお資本主義世界のチャンピオンとして物質的に

は確かに豊かである。しかしそこには、ギャング、麻薬、売春、

エイズ等、世界のすべての悪がある。それでいて自分の国が一番

発展しているといっているのだが、そんな発展がなぜ必要なのか。

富める者はますます富み、貧しい者はますます貧しくなる。そん

な社会が何になるのか」。問題はたんに物質的富の量ではない。

物質的富を何の目的で用いるのか、物質的富だけではなく、人々

の思想、意識こそ重要であり、人間中心の意識に基づいた人々の、

社会の主体としての活動こそ重要である。 

「わが党はすべての人々を革命化、労働者階級化しようと、前

から進めている。すべての人々を革命化、労働者階級化し、イン
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テリ化しなくては何もできない。このようにして一人はみんなの

ために、みんなは一人のために助け合う社会にしてこそ、物質的

なものも役立つようになる」と主席は述べられた。 

しかし、社会主義の確信は、たんに理論、思想についてだけで

はない。その確信は社会主義が現実に共和国に根づき、着実に発

展しているからであり、それはたんにマルクス主義、あるいは社

会主義を一般理論としてではなく、朝鮮の具体的、現実的実情に

適合させて、自主的、創造的に発展させていることによるといえ

よう。 

朝鮮革命の過程は、反帝国主義、民族独立、そして封建的支配

の廃絶という、朝鮮独自の諸条件の上で遂行された。その過程で

は、革命路線をめぐって様々の偏向があった。とくにコミンテル

ンの方針の押しつけ、セクト間の争いがあった。教条主義、修正

主義両方への闘い、覇権主義、事大主義への闘いが不可欠であっ

た。金日成将軍による反日帝、民族独立の闘いは、朝鮮のおかれ

ている具体的実情の正しい認識を基に、まさに自主的、創造的に

なされなければならなかった。たんにコミンテルンの方式に追従

していては、朝鮮革命、朝鮮解放はなされえなかった。 

革命を遂行し、人民政権を確立して、社会主義建設を進めるに

当っても、朝鮮のおかれている世界的位置と、朝鮮国内の具体的

実情の分析、認識をふまえ、朝鮮に適合した建設方針、政策形式

が、提起され、実行されたのである。人民大衆を社会主義建設の

自主的主体として形成・確立すること、思想・文化・技術の３大

革命の推進、とりわけ人民の思想、意識革命に最大の力点をおい
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ていること、まさに「朝鮮式」社会主義を形成、確立したことこ

そ、社会主義の着実な前進の決定的根拠がある。 

マルクス主義を〝教条〟とするのではなく、自主的、創造的に

発展させること、チュチェ思想に立脚したキム・イルソン主義こ

そ、マルクス主義の歴史とまた、現在に存在する修正主義、教条

主義を克服する現実の見本であるといえるのであり、私たちの理

論、方法の発展にとって重要な、またとない実例を提示している

といえよう。 

最後に指摘しておきたいのは、金日成主席はあくまで謙虚であ

り、いわゆる覇権主義とは全く無縁である、ということである。

第一回目の接見のさい、私たちの団員の一人が「主席が朝鮮革命

だけではなく、世界革命で大きな仕事をされることを心から願っ

ています」と発言したことを受けて、主席は次のように述べられた。 

「感謝します。しかし、わたしたちは世界革命を指導しようと

するつもりもないし、力もありません。ただわたしたちがやった

素朴な経験を他の国の人がくみとってくれれば、役に立つことも

あると思います」と。 

これこそ自主の立場を示すものといえよう。それぞれの国の革

命は、その国の人民大衆の力によって自主的に遂行すべきことで

あり、自国の革命方針を他国に押しつけることがあってはならない。 
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136．井上周八氏の述懐 

 

立教大学名誉教授井上周八氏は、チュチェ思想国際研究所２代

目理事長を務め、日本国内にとどまらず世界におけるチュチェ思

想の研究・普及に多大の貢献をなしたことで広く世に知られてい

る。著作には『現代朝鮮と金正日書記』『チュチェ思想概説』『人

間中心のチュチェ思想』その他がある。 

以下は氏がどのようにしてチュチェ思想を信奉するに至ったか

を、「金日成主席と人民大衆は一つであった」と題してこう披露

している。 

 

「1990年９月17日、私はチュチェ思想国際研究所代表団の５名

（朝鮮大学副学長朴庸坤、埼玉大学教授鎌倉孝夫、チュチェ思想

研究所尾上健一、沖縄大学教授高良有政の諸氏）とともに金日成

主席の接見を受ける光栄に浴し、昼食の時間をふくめて約３時間

ほど、御多忙な主席の貴重な時間を頂いていろいろなお話をお聞

きすることができた。 

主席は、『私とこうして会うのは８年ぶりですね』とあたたか

く言葉をかけてくださったが、私が主席に初めて接見できたのは、

主席が生誕70周年を迎えた1982年の５月11日であった。 

主席は、何よりも大切なことは人民大衆を一つに団結させるこ

とであり、それができる思想なら、どのような思想でもよい、と
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言われた。 

主席の談話がおわったので、私は、自己紹介をかねてお話し申

し上げたいのですが、とおゆるしを得て次のようなことを述べた。 

『第２次世界大戦がおわり、軍隊から復員し、大学に復学して、

この戦争の原因は何かと考え、〝資本論〟を勉強した私は、社会

主義が正しいと考え、それなりに活動しましたが、結局、大学の

教師として長い期間をすごし、社会主義への情熱も冷えてきまし

た。そうしたなかで、はじめて朝鮮を訪問させて頂きましたが、

この国にこそ真の社会主義が実現しており、その指導思想がチュ

チェ思想であることに深く感動しました。 

また、チュチェ思想によって、人間の真の生命はその肉体的生

命ではなく、社会的政治的生命であることを知りました。 

私はこれから〝後継者問題〟についての著書とチュチェ思想に

ついての著書を執筆したいと考えております』 

このような私のことばに対し、主席は『同志の決意に感謝しま

す』とはげましのことばを下さった。私はさらに次のように申し

上げた。 

『このたび私は、インドのニューデリーで、４月９日から３日

間、107カ国が参加して開かれた〝チュチェ思想国際セミナー〟を

成功裏に終えて、ヒマラヤ山脈を飛びこえて、主席の生誕70周年

の祝典に参加いたしました。国際セミナーの最終日、私は議長を

つとめましたが、各国代表は心から主席閣下の万年長寿を念願し、

深い敬愛の情を捧げておりましたことをここに御報告します』 

私の話がおわると、主席は、さらにまた世界の情勢や日本の問
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題、とくに日本におけるインテリの役割について話され、日本が

自主の道を進むようになればよいとのお考えを話された。 

約40分ほどの接見であったが一瞬のうちに終り、私は緊張のあ

まり、目の前に置かれていたメモ用紙と筆記用具にも気がつかな

かったほどである。 

しかし８年ぶりの２度目の接見は、まえほど緊張することもな

く、親しい雰囲気のなかで行われた。 

金日成主席は私たちに次のように語りかけた。 

『いま、世界情勢が複雑ななかで、みなさん方とお会いしてい

る。社会主義が資本主義に平和的に移行するという名のもとに、

ありもしない宣伝をしている帝国主義者たちは、いまや社会主義

は崩壊してしまったと言っている。実際かれらがいうように事態

は進んでいる。70年間も社会主義の道を歩んできたソ連が政治的

社会的危機に直面し、東欧社会主義国は、社会主義でもなく資本

主義でもないごちゃまぜの社会をつくっている。実際、東欧社会

主義国がどっちつかずの社会になっている。 

帝国主義者は社会主義の平和的移行という名のもとで、社会主

義を滅亡させるために策動し、一定の成果を得ただろうが、われ

われ社会主義、共産主義者は、以前にもまして帝国主義に反発を

強め、帝国主義に警戒心をもつようになった。 

すべての結果は、わが党が出した路線が正しかったということ

を明らかにしている。 

……… 

社会主義制度を強化するためには、人民的施策を実施し、人民
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の創意性が発揮されるのがもっとも重要だということである。自

主性を堅持し、自国人民の力を信じ、人民の創意性を発揮させて、

人民本位の政治をおこなえば、社会主義は立派に建設できるとい

うことが事実によって証明されているし、真理なのである。もう

一つ言いたい。いま世界にはチュチェ思想を支持する人がたいへ

ん多い。わたしは今後、チュチェ思想を学術的に研究普及するだ

けでなく、自主的な国造りと政党を結成するために適用していく

べきだと考える』 

主席は、元気にみち溢れ、活気のある大きな声で、メモ一つみ

ることなく、私たちに次々と貴重な教訓を与えてくれた。３時間

にわたる主席の談話は、いろいろな問題にわたっており、私たち

は深い感動のなかで接見を受けることができた光栄をよろこび合

った。 

チュチェ思想国際研究所代表団の私たち一同は、チュチェ思想

を普及、研究し、世界の自主化のために微力をつくすことを、あ

らためて金日成主席にお誓いしたのである」 
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137．一日本人女性の手紙を読んで 

 

1989年５月29日の『労働新聞』には、朝鮮人民軍の軍医であっ

た李
リ

炳
ビョン

煇
フン

が金日成主席から受けた厚い信頼と、それに応えて忠誠

一筋に生きた彼の生涯についての記事が掲載された。それから２

カ月近く経った７月下旬のある日、金日成主席は、李炳煇の夫人

李
リ

春
チュン

姫
ヒ

さん(西本春子)が金正日総書記に送った手紙を読んだ。 

「いつも慕ってやまない親愛なる指導者先生」と書き出した手

紙は、かつて開業医であったソウル出身の夫が、大海のような愛

に包まれて無限の光栄に浴し、日本人妻の自分も民族的な差別を

受けることなく、共和国の社会主義制度のもとで誇り高い人生を

送っていると感謝の言葉を述べ、自分は無上の喜びにひたってい

ると、その真情を吐露していた。 

日本人女性の自分が朝鮮人医師と結ばれて生活をともにし、朝

鮮の解放直後、祖国に凱旋された金日成将軍の格別の配慮にあず

かり、今は無上の喜びにひたっているという李春姫さん……。２

カ月前、新聞で李炳煇の記事を読み、いままたその未亡人の手紙

を読んだ主席の感慨はひとしおであった。 

主席は他界して久しい李炳煇医師の生前の姿を思い浮かべ、彼

が生前、国のために尽くした功労を評価して共和国英雄称号を授

けるようはからった。 

そればかりでなく、数日後、李炳煇夫人を思い、李春姫さんに
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贈り物をしようと言って、その品目を一つひとつ指示した。 

主席の名入りの腕時計と彼女の健康を願っての野生人参と鹿茸、

その子や孫たちへの記念品。…… 

主席は、朝鮮人民軍の一病院の院長を務めた李炳煇が68歳で世

を去った時にも李春姫一家を気づかい、彼女たちは烈士の遺族で

あるとして、生活に不便がないよう何かと配慮したのである。 

李春姫さんは、『労働新聞』に掲載された夫をはじめ自分たち

一家に施された主席の恩恵についての記事を読んで、感謝の念を

抑えることができず、金正日総書記に感謝の手紙を送ったのであ

った。 

金日成主席は手紙の内容もさることながら、愛する戦士の遺族

の消息を知ったことをいたく喜び、李炳煇の遺族に大きな恩恵を

施したのである。 

金正日総書記は彼女の一家のことを具体的に確かめ、息子と婿

を人民経済大学で勉強させるようにし、人民軍に服務していた孫

と孫娘を医科大学に送って祖父の後を継がせるよう配慮した。 

李春姫さんは、その感激、その喜びを日本にいる甥と姪に知ら

せた。 

「ほんとに夢のような、びっくりするほどの慶事なの。おまえ

たちも一緒に喜んでおくれ。 

金日成主席と親愛なる指導者先生がわが家に無上の福運をさず

けてくださったのよ。 

ずっと前に亡くなったおまえたちの叔父さんには、朝鮮公民の

最高の栄誉である共和国英雄称号を授けてくださり、わたしたち
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一家には言葉では言い尽くせないさまざまの配慮をめぐらせてく

ださったのよ。 

おまえたちがこの叔母が暮らす朝鮮に来たら、美しい平壌の街

を案内し、わたしたちが浴した栄誉についてもっと詳しく話して

聞かせるわ」 

夫に代わって英雄メダルを授かった日、彼女は込み上げる涙を

こらえてこう言った。 

「世界が広いと言っても、金日成主席と指導者先生のように情

に厚い方はほかにいません。わが共和国のような国はこの世にま

たとないと声を大にして叫びたい気持ちです。 

夫が生前にどれほどの仕事をし、その功労はまたどれほどのも

のだといえましょうか。 

なのに、夫が世を去ってもう20年近くになるというのに、今も

お忘れにならず、大きくもない功労を高く評価して英雄メダルを

授けてくださり、夫に代わってわたしが拝領するようはからって

くださりました。故人の妻としてばかりでなく、一日本人として、

敬愛する金日成主席と親愛なる指導者金正日先生のような偉大な

方たちをわたしたちの時代に戴いたことをこの上ない光栄、幸運、

誇りに存じます」 

それから１カ月後の８月のある日。 

外国の科学者代表団と会見した主席は、朝鮮に来てインテリへ

の関心と配慮が大きいことをいまさらのように感じたという彼ら

の話を聞いて、インテリがいなくては国づくりは不可能だ、だか

ら朝鮮労働党のマークには労働者、農民とインテリを象徴するハ
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ンマーと鎌、筆が描かれているのだとして、こう言った。 

「あなたがたが読まれたかどうか存じませんが、先日わが国の

『労働新聞』にあるインテリについての記事が掲載されました。 

わが国が解放される前、そのインテリは、ある病院で外科看護

婦をしていた日本人女性と結婚しました。 

わが国が解放されると、一部のインテリは、共産党の世になっ

たから共産党は自分たちを生かしてはおかないだろうと言って、

南朝鮮に逃亡しました。しかし彼は平壌に残り、わたしの凱旋演

説を聞きました。 

わたしは演説で、金のある人は金で、知識のある人は知識で、

力のある人は力で建国事業に積極的に貢献すべきであり、全民族

が団結して民主主義祖国を建設しなければならないと呼びかけま

した。 

彼はわたしの演説を聞いて安堵し、南朝鮮に逃げていきません

でした。 

彼は病院を引き続き運営しようとしましたが、一緒に暮らして

いる日本人女性が問題になりました」 

主席は、インテリの李炳煇が運命の岐路にあった時、彼を呼び

寄せて会ったこと、日本人女性を妻にしていることで誰かが中傷

したら自分が責任を持つと言ったこと、それで彼は安心して軍の

病院を立派に整備し、戦時にも患者の治療に専念したことなどを

懐かしげに語った。 

そして、新聞に出た彼の記事を読んで、彼の妻である未亡人の

日本人女性が感激して党中央委員会に感謝の手紙を寄せた、その
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手紙を読んで自分も感に堪えなかったと語った。 

主席の話を聞いた外国人科学者たちは、インテリをはじめ全人

民を一つに団結させた力の源泉、他民族の日本人女性までが朝鮮

をこよなく愛するようになった根本は、ほかならぬ主席のぬきん

でた指導力と大きな包容力にあるとたたえた。 

一人のインテリに信頼を寄せ、その日本人妻をも温かく包容し、

彼女の喜びを自身の喜びとした主席は、その後、李春姫さんが胸

に秘めていた念願をも叶えた。 

李春姫さんの願いは、朝鮮労働党員として国づくりに多少なり

とも寄与したいということであった。 

朝鮮労働党員だった夫、わが子たちも党員として国のために尽

くしている、年はとっていても自分も入党しよう、こう決心して

彼女は入党を申請した。 

当該党組織は彼女の入党問題を審議し、朝鮮労働党に受け入れ

ることを決定した。 

普
ポ

通
トン

江
ガン

区域党委員会は李春姫さんに朝鮮労働党の党員証を授与

する集会を開いた。 

その日、念願の入党を果たした彼女は、社会制度の異なる日本

に生まれて成長し、朝鮮で人生のほとんどを送った一人の人間と

して、党組織に必ず話しておきたいことがあるとして、次のよう

に言った。 

「わたしは日本で生まれた日本人ですが、わたしの祖国は偉大な

主席と親愛なる指導者同志のおられる朝鮮民主主義人民共和国で

す。 
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この地球上にいかなる嵐が吹き荒れ、いかなる災厄が降りかか

ろうとも、わたしは永遠に朝鮮労働党員としての信念を曲げるこ

となく、ひたすら朝鮮労働党のため、偉大な主席と親愛なる指導

者同志のために力強く生きていくつもりです」 

その夜、李春姫さんはまんじりともしなかった。 

窓の外には平壌市の全景が広がっていた。遠くには105階建ての

柳
リュ

京
ギョン

ホテルがそびえ立ち、屋上には藍紅色の共和国の旗が翻って

いた。 

彼女は、党と領袖の恩愛に報いるため、一人の忠実な戦士とし

て変わることなく生きていこうと固く決心した。 

 

 



 

 341 

 

 

138．近い国にならなくてはならない 

 

1991年４月19日、金日成主席は『毎日新聞』編集局長森浩一氏

の質問に次のように回答した。 

 

「毎日新聞社代表団のわが国訪問を歓迎します。 

あなたの質問に対し、便宜上、概括してお答えすることにします。 

まず、朝日国交正常化の問題について述べましょう。 

朝鮮と日本はともにアジアに位置しており、地理的に隣同士で

す。両国は隣邦なのですから、当然、近い国にならなくてはなら

ないはずですが、これまでは近くて遠い国となっていました。こ

れは、不正常なことであると言わざるをえません。 

朝日両国間の誤った過去の清算と関係の正常化は、第２次世界

大戦の終結後ただちに解決すべき問題でした。しかし遺憾なこと

に、日本の政権当局者は過去を反省し、正しい道を歩もうとする

日本人民の意思に反して、わが共和国に対する非友好的な政策を

実施してきました。 

自主化の時代的潮流に逆行する不当な政治は長続きするもので

はなく、歴史は発展するものです。日本で朝日関係の正常化を要

請する広範な人民の声がいっそう高まるなかで、先見の明ある政

治家がそれを実現する正義の事業に決断を下してのりだすことに

よって、両国間の関係改善に新たな局面が開かれるようになりま
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した。 

われわれは日本の対朝鮮政策に生じた前向きの変化を評価し、

両国間の関係正常化の問題に積極的に対応することにしました。 

……… 

朝日国交正常化は、現時代の要請に即応して平等と互恵の原則

に基づき両国間に友好関係の新しい歴史を開く事業です。 

昨年、朝鮮労働党と日本の自由民主党、日本社会党が協議して

発表した共同宣言には、朝日関係を改善しようという両国人民の

共通の志向と、その実現のための諸原則が反映されています。朝

日関係改善の展望は、両国の政府がどのような立場に立ってどう

努力するかにかかっています。両国の政府は当然、自主的立場に

確固と立ち、両国人民の共通の志向と要求に即応して問題を解決

していくべきであり、朝日関係の問題がある外部勢力の干渉や影

響によって左右されるようなことがないようにしなければなりま

せん。 

……… 

朝鮮の統一問題は朝鮮民族の内部問題であると同時に、国際関

係と深いかかわりのある問題です。わが国が分断された経緯とい

まだに統一が実現していない原因をつきつめてみれば、それは主

として外部勢力と関係しています。そもそも日本が朝鮮を不法占

拠して植民地支配をしなかったなら、分断だの統一だのといった

問題自体が生じなかったはずであり、第２次世界大戦後、列強が

朝鮮問題を東西間の対立関係に基づいて処理しなかったなら、わ

が国は分断されなかったはずです。朝鮮が分断されて半世紀近く
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になるまで統一が実現されていないのは、なによりもアメリカが

南朝鮮を占領しつづけ、統一を妨げてきたためです。 

朝鮮の統一問題を解決するのは、民族的悲願を実現するための

朝鮮人民の死活の要求であるばかりでなく、アジアの平和と安全

を保障するうえでも重要な意義をもちます。 

祖国統一問題の解決におけるわれわれの一貫した立場は、自主、

平和統一、民族大団結の３大原則に基づいて一つの民族、一つの

国家、二つの体制、二つの政府に基づく連邦制の方式で組国の統

一を実現しようということです。わが国の北と南に異なる思想と

体制が現存している状況のもとで、誰が食うか食われるかという

のではなく、統一問題を平和的に解決できる方途は、連邦制の方

式で統一する道しかないと思います。連邦制の方式で統一を実現

すれば、わが国は他の国の衛星国にならず、中立的で非同盟的な

国に発展することを予見しているのですから、朝鮮の統一は誰か

の利害関係に抵触したり脅威となることはないでしょう。 

われわれは国の統一問題を解決するため北南間の対話を引き続

き発展させ、統一の障害を克服するため忍耐強く努力するでしょう。 

朝鮮問題に責任のあるアメリカをはじめ関係諸国は、わが国の

統一が一日も早く実現するよう積極的に協力すべきです。 

変化した今日の現実は、アメリカの対朝鮮政策が時代後れであり、

アメリカ人民の利益にも合致しないということをいっそう明らかに

示しています。アメリカはわが共和国をあたまから敵視する古い観

念から脱して、時代錯誤的な対朝鮮政策を放棄し、朝鮮の統一問題

解決においてその責任を果たすべきです。このようにすれば、朝米
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関係の改善にも明るい展望が開かれるでしょう。 

われわれは、国際関係で平和と正義を守る使命をになっている

国連が、朝鮮の統一問題に深い関心を払い、朝鮮問題の解決に相

応の寄与をすることを期待しています。…… 

終わりに、アジアの平和と安全問題について述べましょう。 

かつて帝国主義者の侵略と略奪の対象となってきたアジアは、

今日新たな発展段階に入っています。 

アジアは当然、アジア人のアジアになるべきであり、新しいア

ジアの建設においてアジア諸国の人民は主人としての責任と役割

を果たさなければなりません。アジア諸国の人民はアジア問題の

解決にあたって帝国主義者の専横と干渉をこれ以上許してはなら

ず、自主的立場を堅持しなければなりません。アジア諸国の人民

は自主、繁栄の新しいアジアを建設するために思想と体制、信教

の違いを超越して互いに緊密に協力すべきです。 

アジアの平和と安全を保障するためには、アジア地域の侵略的

軍事基地を撤廃し、外国軍隊を撤退させるべきであり、侵略と戦

争に反対して積極的にたたかわなければなりません。現在、南朝

鮮にはアメリカ軍が駐留しているだけでなく、数多くの核兵器が

配備されており、これは朝鮮半島とアジアの平和と安全にとって

重大な脅威となっています。アメリカが南朝鮮をもっとも危険な

核基地に変えてわれわれを脅かしながら、誰それに対する核査察

について云々するのは道理に合わない不当な行為です。 

……… 

わたしは、『毎日新聞』が今後、朝日関係を発展させるうえで
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肯定的な役割を果たすよう希望し、あなたがたの活動に成果があ

ることを願うものです」 
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139．高木健夫氏への熱い思い 

 

1991年５月、金日成主席は、日朝文化交流協会初代理事長・『読

売新聞』論説委員会顧問であった故高木健夫氏の初訪朝(1971年12

月中旬～72年２月中旬)20周年にちなんで、長男の高木有為氏と次

女の古川旗江さんを平壌に招いた。両人には高木健夫氏の初訪朝

の際同行した『読売新聞』編集委員の佃有氏が付き添った。 

高木有為氏は早稲田大学卒業後、1959年、電気通信株式会社に

入社し、訪朝当時は電通副理事長を務めていた。 

平壌の第一印象は新鮮であった。 

街を行き交う人たちはみなしゃんとして、表情が明るかった。

平壌市のたたずまいは、自然と近代都市が見事に調和した「美し

い森の公園都市」そのものであった。そして今５万戸のアパート

街を建設中で、平壌はまた一段とすばらしい都市になるだろうと

思った。 

一行が主席の接見を受けたのは平壌到着直後の５月13日午前、

市の郊外でであった。 

仕事の都合で１週間で帰ると氏が言うと、主席は、まるで甥に

話すかのようにやさしく、「夏にゆっくり休みを取り、今度は家

族を連れていらっしゃい。白
ペク

頭
トゥ

山がいい。日本の北海道に似てい

ると思います。景色もいいし、涼しいです。ぜひそうしなさい」

と勧めた。 
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主席は、お父上は朝鮮に関する出版や著作をたくさんされた、

また日朝文化交流協会理事長としても朝日両国人民の親善に大き

く貢献された、何よりもうれしいのは、お父上の朝鮮訪問を記念

して、あなたがたが代を継いで来てくれたことだ、と言った。 

高木有為氏は、父親にだけでなく自分たち遺族にも変わらぬ愛

がそそがれていることを改めて実感した。 

約１時間の歓談のあと、「さあ、これから食事にしましょう」

と、主席は立ち上がり、一同を隣室に案内した。 

テーブルには、前菜と松茸のスープ、チジム（お好み焼き）、

牛のヒレ鍋、うなぎの蒲焼き、朝鮮の餅、海老のまぜご飯、果物

などが上っていた。 

食事の間にも話ははずんだ。 

主席はこんな話をした。 

「抗日遊撃闘争の時期、農民たちがジャガ芋畑の一部を、地上

の茎だけ刈り取り、地下の芋はそのまま収穫せずにおいて、そっ

と遊撃隊員たちに教えてくれた。地上にはなにもないので、日本

軍は収穫は済んだものと思った。それを掘り起こして食べた。残

ったものを、そのまま地中で越冬させたら芋が凍ってしまった。

考えた末、これを手で搾ってみた。すると芋汁が出来た。この芋

汁を乾燥させて澱粉にし、麺をつくって食べた。 

先日、客にこの冷麺を出したら、うまい、うまいとびっくりし

て作り方を聞くので、教えてやると二度びっくりした。……」 

主席はまた、「柴又の寅さん」を話題にのぼせた。 

主席が「寅さんの映画は面白い」と言うので、氏は驚き、「え
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っ、寅さんですか」と聞き返した。 

「うん、『男はつらいよ』だ」と主席は日本語で答え、「あれ

はなかなかいい」と言った。 

氏が「寅さんのどこがそんなにいいんですか」と聞くと、主席

はまじめな顔をして言った。 

「彼は日本民族の心を持っている。たしかハワイだったかな。

行く時にあのダボシャツに背広、下駄といった格好だから、周り

はそれは止めなさいと止めるが、いや俺は日本人だからこの格好

で行くと言ってね。ハワイでも、日本の食堂をさがして、味噌汁

と御飯を食べていた。彼は日本人の誇りを持っている。……」 

最後に主席は、金丸信さんとわたしの間では日朝国交正常化は

出来ている、外務省の役人がカタクてね……と言った。 

食事をはさんで約２時間にわたる、なごやかな、情の行き交う

歓談であった。 

帰国した高木有為氏は朝鮮訪問の印象談を発表し、金日成主席

と金正日書記の指導する朝鮮には柔らかな春風が吹いているとし

て、朝鮮の前途は洋々としていると強調し、金日成主席の万年長

寿を祈念した。 
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140．故高木健夫氏の遺族に同道して 

 

1991年５月13日、故高木健夫氏の遺族に同道して、金日成主席

の前に立った佃有氏にとっては、それが主席との20年ぶりの再会

であったが、主席はたいそう喜び、「やあ、覚えています。また

会えて嬉しく思います。あなたは私の旧友です。熱烈に歓迎しま

す」と言って、両手で、氏の手を握り締めた。 

こうして氏は、高木有為氏、古川旗江さんとともに主席と歓談

し、食事にも招かれた。 

食事は和気藹々とした雰囲気の中で進められ、主席は抗日武装

闘争当時の逸話から日本映画『男はつらいよ』にまで話題を広げ、

私事に関する質問にも気さくに答えた。 

同じアジア人として、寅さんの気持ちを理解し、24巻全部を見

るほどのファンになってしまった素顔の金日成主席。氏は主席の

話を聞いて感心し、その日の夕刻に予定していた参観を取り止め

た。いっときも早く主席の人柄を日本の読者に伝えたかったので

ある。原稿は硬軟の二通り書くことにした。 

そんなところに案内を担当した人がやってきて、「どんな原稿

になりますか」と聞いた。氏は、先に出来上がった軟らかい方の

原稿を見せた。 

「これを送るんですか」と言う。こんなニュースバリューのな

い瑣末なことを記事にするのかと言いたげな表情である。 
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氏は、「いや」と言った。 

「寅さんの映画にせよ、主席の身辺のことにせよ、あなたには

つまらない事と思えるかもしれませんが、日本人読者は、主席の

こうした一面を知ることによって、朝鮮の指導者としての主席を、

同じアジア人の心を持つ人間らしい人間として親近感を持って見

るようになるのです。これは大切なことです」 

朝鮮の実情にうとい多くの日本人にとって、金日成主席のそう

した身辺雑話の紹介は、政治に関するニュースと同等に大事だと

氏は確信していたのである。 

帰国した氏は、社内外の人たちから声をかけられた。 

「寅さんシリーズの記事、面白かった」「主席は日本映画をフ

ィルムで見るのかね、それともビデオかね」「渥美清や山田洋次

監督は、苦笑いして新聞を見たろうね」 

記事は日本人読者を喜ばせたのである。 

佃氏が主席に最初に会ったのは、1971年12月31日の夜だった。

毎年、主席は大晦日に子どもたちの迎春公演を見る。この年の迎

春公演は、平壌市の中心街にある平壌学生少年宮殿で行われた。 

当時は首相の肩書きだった。宮殿の玄関に首相が到着すると、

子どもたちが歓声をあげて取り囲んだ。子どもたちは我勝ちに首相

の手をとって玄関に入っていった。公演が始まる前に、高木健夫

氏と佃有氏は休憩室で主席に紹介された。 

主席は両氏に、「朝鮮人民を代表して、日本人民の代表である

あなたがたに新年の挨拶を送ります」と言い、高木氏は「世界の

元首の中で、新年を子どもたちと一緒に迎えるのは首相閣下だけ
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です」と答えた。主席は大きな声で「カムサハムニダ（有難うご

ざいます）」と礼を言った。 

主席は、子どもたちと一緒に過ごすと、第一に子どもたちが喜

んでくれる、また一つには、子どもたちの中にいると、わたした

ちがみな若返る、と言って顔をほころばせた。 

そして、初対面で緊張している両氏にお茶やタバコを勧め、「正

月を祝って日本の新聞記者と一緒に過ごすのは、わたしも初めて

です」と楽しそうに言った。 

そして、東京から平壌まで何日かかったかと尋ね、12月12日に

羽田を発ってまず香港へ行き、翌日、深圳をへて広州へ、さらに

上海、北京と大回りして、６日目に平壌空港に着いたという説明

を聞いて、日本と朝鮮の距離は非常に近い、飛行機なら２時間し

かかからないのにと言った。 

ついで、日本の新聞に「近くて遠い国」と書かれているのを見

たが、本当は近い、両国人民の心も非常に近い、1972年には互い

に力を合わせて両国が近い関係になるよう友好親善を築きましょ

う、新年を迎えるに当たって、そう決心しようではありませんか、

と言った。 

当時の朝日関係はまさに「冬の時代」だった。日本人記者の朝

鮮訪問はほとんど不可能であり、まれに来る記者たちは未知の国

への記者的好奇心に駆られ、大きな緊張感をもってやってきたも

のだった。 

両氏の訪朝が決まって、総聯の韓徳銖議長に挨拶した時、議長

は非常に喜びながらも、「あなたがたはいいですね、共和国に行
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けるんですから。わたしたちは祖国であるのに行けないんですよ」

と不満を漏らした。 

それから10日後の1972年1月10日、両氏は3時間45分にわたっ

て主席と会見した。最後に主席は、「わたし個人のことは書かな

いでください」と言ったが、佃氏はそれから20年後の会見記事に

主席の日常生活の一端を紹介したのである。氏はそれを、日朝友

好をはかるうえでも有益なことだったと述懐している。 

金日成主席のはからいで故高木健夫氏に朝鮮民主主義人民共和

国親善勲章第１級が授与され、長男の有為氏が日本へ持ち帰った。 
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141．過去を反省せずには 

 

1991年６月１日、金日成主席は酒井新二社長を団長とする共同

通信社代表団と会見し、提起されていた質問に回答を与えた。 

 

「わたしは、社長先生を団長とする共同通信社代表団のわが国

訪問を熱烈に歓迎します。 

あなたがたと会って知り合いになれたことをうれしく思います。

日本の友人がわが国をたくさん訪問するのは好ましいことです。

両国友人たちの往来が多くなれば、それは朝日関係の改善と両国

人民間の友好の強化に寄与することになるでしょう。 

金丸信先生がわたしにあたたかい挨拶を送ってくださったこと

に感謝します。金丸信先生がお元気だとのことでなによりです。

わたしは昨年、訪朝した金丸信先生と会って、朝日関係の改善問

題について協議し、よい印象を受けて別れました。わたしは、彼

との出会いを今でもなつかしく回想しています。帰国しましたら、

金丸信先生にわたしの心からの挨拶をお伝えください。 

これから、あなたの質問にお答えすることにしましょう」 

ここで主席は、日朝両国間の関係改善のために解決すべき問題

は何かという質問にこう答えた。 

「朝鮮と日本との関係改善の問題は本質上、両国間の誤った過

去を清算し、両国人民の利益と時代の要請に即応して新たな善隣
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関係を発展させる問題です。 

両国間の誤った過去を清算するためには、なによりも過去を正

しく反省することが大切です。かつて日本はわが国を侵略した国

であり、わが国は日本の侵略を受けた国であります。日本が誤っ

た過去を心から反省するのは、他人のためよりも自分自身のため

に必要なことです。日本は、過去を反省しわが国との関係を改善

するのが有益か、さもなければ現在のような不正常な関係を維持

するのが有益かということを熟考すべきです。先見の明ある日本

の政治家は、朝日両国間の関係を改善することが日本人民の利益

と時代の要請にかなうものであることを十分理解しているので、

朝日関係の改善に積極的にのりだし、その結果、朝鮮労働党と日

本の自由民主党、日本社会党の共同宣言が発表されたのです。 

朝日両国間の関係改善の問題が、ある外部の干渉や誤った政治

的動機によって影響を受けるならば、円滑に解決されません。朝

日両国がともに自主的立場に確固と立ち、問題を誠実に協議して

いくならば、朝日関係正常化の問題は３党共同宣言の精神にのっ

とってスムーズに解決されるものと思います。 

朝日関係正常化のための会談にはまだ大きな進展がみられませ

んが、言うまでもなく、面識のない人たち同士が会談をするので

すから、論争問題もありうるだろうと思います。しかし、朝日関

係を正常化する問題は両国人民の共通の念願であり、両国が仲よ

くすることが目的なのですから、会談ではこうした念願と目的に

かなうように双方が互いに好ましい発言からはじめるべきです。

会談で相手側に耳障りなことを言ったり、基本問題と関係のない
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問題をもちだすならば、会談を遅延させる結果しかもたらしませ

ん。これから会談双方の面識が深まれば、互いに理解し合い、好

ましい発言が多く行き交うようになるだろうと思います。双方が

努力してまず国交正常化の問題を早急に解決し、そのあとで他の

問題を一つずつ協議していくならば、すべての問題をスムーズに

解決することができるはずです。 

わたしは、金丸信先生と田辺誠先生が朝日関係の改善のために

多大の努力を傾けていることを満足に思っています。帰国しまし

たら、金丸信先生と田辺誠先生にわたしの心からの挨拶をお伝え

ください。 

朝日国交正常化の実現後にわたしに日本を訪問する意向がある

かとのことですが、もちろんあります。日本人民に会うことが悪

いはずはありません。わたしは日本帝国主義に反対したのであっ

て、日本人民に反対したことはありません。わたしはつねに、朝

鮮人民と日本人民が手をとり合って進むべきであると考えています。 

朝鮮在住の日本女性の里帰りの問題について言うならば、そう

した問題は朝日国交正常化が実現すれば、おのずと解決されるで

しょう。 

……… 

軍事境界線の南側にコンクリート障壁がある事実は隠そうにも

隠しようがありません。昨年、朝鮮の統一と平和のための国際連

絡委員会の発起によって、世界各国の著名な人士からなるコンク

リート障壁国際調査団が訪朝し、コンクリート障壁を撮影して世

界に公開しました。ところが、日本とヨーロッパ諸国ではアメリ
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カの圧力を恐れて、これについて広く報道しませんでした。今ア

メリカ人の言うことであれば、おびえてふるえる人が少なくあり

ません。わたしは、アジアの国である日本が自主的に進むことを

望みます。日本が自主的に進むなら、アジアの繁栄と平和の保障

に寄与することができるものと思います。 

……… 

金丸信先生がアメリカを訪問して朝米関係改善の橋渡しをする

と言われたことは、非常に好ましいことです。わたしは、朝米関

係の難問を優先的に解決してこそ、朝日関係の問題もスムーズに

解決できるという意図から、われわれに対する同情心をもって、

彼がそのような着想をしたものと思います。金丸信先生は立派な

政治家です。 

アジアの平和と安全を守るのはアジア諸国人民の共通の課題で

す。アジア諸国人民はかたく団結し緊密に協力して、この地域か

ら外国の侵略的軍事基地と侵略軍隊を撤収させ、帝国主義者の侵

略と戦争策動を阻止、破綻させるためにたたかうことによって、

アジアの平和と安全を守らなければなりません。 

わが共和国政府はこれまでと同様、今後ともアジア諸国との友

好・協力関係を積極的に発展させ、アジアの平和と安全を守るた

めあらゆる努力を尽くすでしょう。 

わたしはこの機会に、共同通信社が朝日両国人民間の友好の発

展に寄与する活動を大いに展開することを希望し、あなたの今後

の活動の成果を願うものです」 
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142．朝鮮も地球の一部分 

 

日本社会党衆院議員島崎譲氏は、1981年９月、90年９月、91年

７月に朝鮮を訪問している。 

初回は、元社会党委員長勝間田清一氏を団長とする日本社会党

朝鮮問題対策特別委員会代表団の一員として、２回目は金丸信、

田辺誠両氏をそれぞれ団長とする自民党および社会党合同訪朝団

の一員として、３回目は石井一自民党衆院議員を団長とする日朝

友好促進議員連盟訪朝団の事務局長としてであった。 

３度目に訪朝した時期は、日本がアジアとりわけ中国、朝鮮に

関心を向けていた時で、氏は政治家としての自分の重要課題を、

朝鮮の自主的平和統一を支持し、それに向けて日朝国交正常化の

道を開くことにあると確信し、そのための活動に大きな力を注い

でいた。 

1990年９月の「日朝３党共同宣言」発表後、日朝間に政府間交

渉が始まったものの、その見通しは楽観を許さなかった。日朝関

係正常化を推進するためには日朝間の広範な友好連帯運動が必要

であると考えた島崎譲氏は、1991年２月、日朝議連事務局長の任

を引き受け、７月、全国の地方議員を含む350名近い日朝議連大訪

朝団を組織したのである。 

自民党の石井一日朝議連会長を団長とし、自民、社会、公明、

民社、社民連など超党派の参加による朝鮮訪問を成功させた３回
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目のこの訪朝は、島崎譲氏にとって生涯忘れられない日々となった。 

平壌から咸鏡南道咸興市までの特別機が仕立てられ、訪朝団全

員が主席との会見に臨んだ。 

代表団を熱烈に歓迎すると挨拶した主席は、席上、激変する世

界情勢についての自身の見解を示した。 

氏の関心は、ここ数年の世界の激動、とくに東欧、ソ連の大変

動のなかにあって、朝鮮民主主義人民共和国が進むべき道につい

て主席がどう考えているかにあった。 

主席は、世界の動きに対する朝鮮の立場を明らかにした。 

地球はいま大きく動いている、朝鮮民主主義人民共和国もこの

地球の一部分である、朝鮮はその動きの中で自主的に変化してい

くであろう、と。 

氏は、いかなる場合も主体性を堅持しながら情勢に柔軟に対処

しようとする円熟した大政治家の姿をそこに見たと思い、この偉

大な人間が導いているがゆえに、朝鮮革命は常に勝利の一路をた

どるであろうと確信した。 
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143．346名全員と握手を交わす 

 

1991年７月、石井一氏（自民党）を団長、田英夫氏（社会党）

を副団長とする日朝議連朝鮮訪問団346名（国会議員26名、地方議

員320名）が特別機で平壌から金日成主席の現地指導先の咸興に飛

び、主席との会見に臨んだとき、一行にとって思いがけない感動

的なシーンが展開された。 

遠からず傘寿を迎える高齢の金日成主席が、350名近くの代表団

の一人ひとりと握手を交わし、「久しぶりですね」「よくお出で

になりました」などといちいち挨拶したのである。 

その挨拶はなんと40分近くかかった。 

そのたぐいなき人間味に魅せられ、感激さめやらぬ彼らをまた

また驚かせたのは、主席の世界に冠絶した胆力であった。当時、

ソ連・東欧社会主義の挫折で世界が騒然とし、人々は、社会主義

は敗北した、朝鮮の社会主義も持ちこたえることはできない、と

信じて疑わなかった。 

ところが、こうした質問に対して、主席は憂慮の色を微塵も見

せず、悠然と勝利の確信を表明したのである。 

主席のこの確信を裏付けていたのは、朝鮮革命をゆるぎなく継

承し、勝利の一路へと導いている、主席に忠実な後継者の存在で

あった。 

国内はもとより世界にも革命勝利の象徴として広くその名を知
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られている金正日書記。 

主席から革命のバトンを引き継いだ金正日書記が先頭に立って

いる限り、社会主義の軌道を力強く突き進む朝鮮の前進を阻む力

はどこにもない。…… 

石井一団長は代表団全員の心情を代弁して、金正日書記にぜひ

会わせていただきたいと懇請した。 

主席は豪快に笑って、「いや、それは本人が決めることです。

それに今日は指導のため他所へ出向いているので難しいでしょ

う」と答えた。 

平壌に帰った代表団は、地方の現地指導に忙殺されている主席

との会見は半ばあきらめていた時に、その事情を知った金正日書記

が特別機を出すようはからい、主席との会見を実現させてくれた

ということを知った。 

金日成主席だけでなく、金正日書記も日本に関心をいだき、朝

日親善に思いを致していることを、彼らはこの一事を通じて理解

し、心温まる思いがした。 
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144．私たちのやり方で国の建設を 

 

前田康博氏は、同志社大学経済学部を卒業し、毎日新聞社に入

社した。東京本社編集局外信部記者、ソウル支局長を経て編集委

員を務めた。朝鮮を６度訪問し、著書に『大転換期の朝鮮半島』

などがある。 

氏は、1991年９月９日、共和国創建43周年記念行事に参加し、

その２日後の11日、金日成主席の接見を受け、主席の招待で思い

がけぬ午餐会に参加した。 

後日、氏は午餐会における模様を次のように感慨深く振り返っ

ている。 

 

「朝鮮労働党党中央から『金主席とあなたとの接見が明日に決

まりました』と連絡があったのは９月10日だった。金主席にお目

に掛かれるとは予想もしていなかった。 

接見にあてられた錦繍山議事堂は平壌の郊外にあり、中庭には

丹頂鶴が優雅に歩いていた。 

豪華なシャンデリアがまばゆい広間に姿を現した金主席に、『お

目に掛かれて光栄です。お元気で何よりです』とあいさつすると、

『カムサハムニダ（ありがとう）』と分厚い手を差し伸ばした。

力強い握手だった。 

おりから訪朝した久野忠治・前日朝議連会長の愛知県友好代表
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団と一緒に午餐を差し上げたいという係員の説明があった。 

金主席は一番先に立ち、広間を横切って午餐の間に入った。 

主席の右隣に久野氏、左に筆者が座ることになった。 

金主席は椅子に座るや『九州で大きな被害が出ているそうです

ね』と雲仙普賢岳の噴火について話題を始めた。久野氏が『住民

がたいへん困っています』と天候の話題になった。 

金主席はその直前の８月20日から東海岸寄りの咸鏡南北道を

『現地指導』した。浅黒い主席の顔は現地を歩き回った日焼けそ

のものだった。つばの広い帽子を被り、大小の協同農場から、大

型で近代的な興南肥料工場、茂山鉱山など鉱工業の現場をくまな

く駆け回った様子は連日、夕方のテレビニュースが放送していた。 

共和国では1987年から93年まで第３次７か年計画を実施してい

るが、穀物生産の最終目標を1500万トンに設定しており、順調に

増産計画を進めていることが分かる。 

独特の自立経済路線をとる同国にとって、順調な農業生産はす

べての建設計画の基礎条件となる。『食料を外国に依存しない』

ことは、民族の自主性を強調する金主席の諸政策の中でももっと

も重要な原則であった。 

宿舎になっている蒼光通りの高麗ホテルの前には、シクタン（食

堂）と呼ばれる料理店が並んでいるが、数年前までは店内の客も

少なかったのに、いまでは昼食時から夕方まで一般市民で賑わっ

ている。遊園地や郊外の広場でも、行楽にきた人たちが広げてい

る弁当の中身もぐっと豊富になった。灯油コンロの上で、焼き肉

をしたり、ハマグリを焼く職場のグループもあり、食糧の受給は
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まず量的には十分な線に達しているとみられる。 

共和国では『食・衣・住』の順に人民生活の向上を図る方針を

打ち出しているが、金主席は『平壌の楽浪区域に２万戸の住宅街

である統一大通りを建設していますが、もう見ましたか。まだ約

２万世帯が１～２DK の狭い住宅に住んでいるので、広い部屋に早

く移したいのです。そこで今年は公共施設の建設をいっさい中止

し、すべて住宅建設にあてると金正日書記が決定しました』と言

った。 

金主席はわが国ではもう食糧増産の域から、住生活の質向上に

重点を移していると語り、『私は〝男はつらいよ〟の寅さんシリ

ーズを全部見ましたが、日本の住宅事情もたいへんですね』と知

日派の一面をのぞかせる。 

久野氏が『日本では土地の値上りで、もう若い人たちが家を持

つことはむつかしい。共和国がうらやましい』という。 

話はソ連・東欧情勢に移った。わずか３週間前に起きたソ連崩

壊の直後だけに、筆者はなんとか金主席の口から直接、見解を聞

きたくてうずうずしていたところだった。 

ところが金主席自ら口火を切った。 

『モスクワで雨が降れば、自分の上には降ってもいないのに、

傘を差すような人たちがいました』 

軽妙な比喩に自らも大笑いした後、そのような自主性の欠如が

東欧社会主義国の崩壊につながったと述べ、『私たちはソ連の事

態をみても、体に合えば消化し、一度口にいれても胃が受けつけ

なければ、吐き出せばよいと考え、ウリシク（我々の方式）の社
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会主義建設路線を堅持してきました』『私たちは（ソ連を軸とし

た）ワルシャワ条約機構にも、コメコン（社会主義諸国間の経済

協力機構）にも参加しませんでした。当時、多くの国々が〝社会

主義共同体万歳〟を叫びましたが、いまやすべて消え去ってしま

いました』と両手を広げ、『どこにいます？』というジェスチャ

ーをした。 

『ソ連共産党解体の日、金正日書記は次代を担う青年たちにウ

リシクでやろうという書簡を送りました。この方針は正しいと思

います』と語を継いだ。 

共和国では、８月18日のモスクワ政変からソ連邦解体まで一連

の動きを『ソ連事態』と呼び、党機関紙『労働新聞』や日々のテ

レビニュースでもモスクワで展開されている事実関係の報道を行

っていた。 

８月25日、ゴルバチョフ大統領が共産党書記長を辞任し、自ら

74年にわたるソ連共産党の歴史に終止符を打った。長年、友好党

として深い関係を継続してきた共和国の衝撃は決して小さくなか

ったと思われる。だが共和国はソ連と異なり、これからも朝鮮式

社会主義路線を堅持する意思をいっそう固めた。 

主席の言及した金正日書記の書簡は、今年初めて８月28日を『青

年の日』と定め、この日を記念して発表された『青年は党と領袖

に限りなく忠実な青年前衛となろう』という論文である。 

その中で、『わが国での社会主義偉業は、偉大な主席の指導の

もとに朝鮮革命の第一世代の青年である抗日革命戦士たちによっ

て開拓され、革命の第２世代の青年たちによって立派に継承され
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発展した』ことを強調、『われわれは革命を続けて、分断された

祖国を統一し、チュチェ革命、社会主義の偉叢を最後まで完成さ

せねばならない。この課題が青年の肩にかかっている』と革命遂

行を呼び掛けている。 

金主席はソ連事態の説明をつうじて、金正日書記が国政全般に

わたって指導していることを強く示唆した。そして『私たちは外

国に向け、わが国を宣伝しようとは思っていません。静かに私た

ちのやり方で国を建設して行きたいと思っています』とも語った。 

これは共和国がソ連激変の影響を大きく受けて、混乱している

という西側諸国の〝意図的な〟見方に対し、『朝鮮式社会主義路

線の堅持』にいかに強い自信を抱いているかを示していた。 

話はますます聞き逃せない内容となった。『主席と金正日書記

がいつか日本を訪問される予定はありますか？』と質問すると、

『カムサハムニダ。ぜひ行きたいですね。朝日国交が実現したら

ですが……』と言った。 

『朝鮮の統一については、どのようにお考えをお持ちでしょう

か』 

『日本は朝鮮半島に36年間食らいつきました。その後、米国が

46年間も食らいついています。よほど南朝鮮は脂の乗った旨い肉

なのでしょう。当分米国は（南朝鮮を）放しはしないでしょう。

だが日本が去ったように、やがて米国も去る時が来るでしょう』 

文章にすると強烈な言葉だが、実に洒脱な表現でさらりと言っ

てのける。 

日本語での質問に、金主席はかたわらの通訳を待たず、答える。
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日本語は十分に理解されている様子だった。 

『日本はいまや世界一の経済大国になりました。そして最大の

債権国でもあります。日本人民の労働の成果です。だから最大の

債務国に転落した米国に、もうお辞儀をする必要はないじゃあり

ませんか。もう日本は独自の判断で行動するべきでしょう』 

８月末、北京の第５回日朝国交正常化交渉が、日本側によって

つぎつぎ難題を持ち出され、進展なく終わったばかりであり、主席

が日朝交渉にこのように直接言及したことも初めてだった。 

翌日、『労働新聞』 に主席と筆者が並んだ写真が掲載されると、

どこへ行っても『チュッカハムニダ（おめでとうございます）』

という祝福攻めにあった。 

見知らぬホテルの従業員や、国際電話の窓口の係員までが握手

を求めてきて、興奮した口調で、『私たちはお会いできないのに、

うらやましい』と異口同音に言った。 

一般市民が金日成主席をどのように受け止めているかがこの一

言で、理解できるような気がした」 
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145．金日成主席は人類の栄光 

 

1991年９月30日、朝鮮の自主的平和統一支持日本委員会代表委

員・事務局長の若林凞氏は金日成主席の接見を受けた。 

 

若林凞氏は、1919年に神奈川県に生まれ、46年から61年まで『朝

日新聞』記者として活躍し、61年に総評事務局に転職した。76

年朝鮮統一支持日本委員会代表委員、82年同事務局長、90年朝鮮

統一支持国際連絡委員会副委員長、91年朝鮮統一支持アジア地域

委員会名誉委員長を務めた。 

 

氏は1978年４月、岩井章氏を団長とする朝鮮統一支持日本委員

会代表団の秘書長として訪朝し、17日、初めて金日成主席の接見

を受けた。 

当時、総評国際部で活躍していた関係上、外国の多くの指導者

に会っていたが、主席のようにおおらかで慈しみ深い人は初めて

だと感動し、図書『朝鮮問題ノート』『白頭山への旅』を著して

いる。 

氏が２度目に朝鮮を訪れたのは、それから13年後の1991年９月

29日～10月４日、平壌で朝鮮統一支持国際連帯行進運動行事が

CILRECOの主催で行われた時である。 

CILRECO は「朝鮮の平和と統一のための国際連絡委員会」のフ
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ランス語名の略語で、1977年２月ベルギーの首都ブリュッセルで

開催された朝鮮の統一を支持する初の国際会議で設立された組織

である。 

若林凞氏は CILRECO 副委員長の一人として行事に参加し、行事

２日目の９月30日、参加者全員の約300人とともに主席の執務する

錦
クム

繍
ス

山
サン

議事堂での午餐会に招かれたのである。 

宴会が始まる前、金日成主席を真ん中に記念撮影が行われ、

CILRECO 幹部は一人ひとり紹介されて主席と握手を交わした。撮

影が終わって宴会場に入る前、控えの間で、幹部たちは20分ほど

主席と話を交わした。 

主席は、CILRECO 名誉議長の元ポルトガル大統領コスタ・ゴメ

ス元帥とパタス元ギリシア陸軍大将に、農業の実績から見た西
ソ

海
ヘ

閘門の経済的効果について説明し、建設費はすでに回収したとし

て顔をほころばせた。東京では、主席は耳がかなり遠くなり、老

化が目につくという情報が流れていたが、氏はそれは全くのデマ

だと思った。 

氏のテーブルは主席のテーブルから少し離れていた。 

主席は、左右から話しかけられても休みなくそれに答えるなど、

終始賓客全員に気を配った。 

氏はふと、戦争中、旧制高校を経て京大を卒業した在日朝鮮人

の友人が、「金日成という人は、われわれにこの男のためなら命

も惜しくないと思い込ませる、そういった品格を備えた人だ」と

言っていたのを思い出した。 

また、日本で最も早く金日成主席の人となりと業績を紹介した
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ジャーナリストである高木健夫氏が1973年に発行した著書『領導

の芸術家 金日成』に、革命に身を投じた当初から国家主席であ

る現在に至るまで、主席は常に大衆の中に身を置き、大衆と密着

した道を歩み続けてきたと書かれたことを思い出した。氏の脳裏

には、主席の普
ポ

天
チョン

堡
ボ

進撃、小汪清戦闘など抗日武装闘争当時の勇

姿、党創立大会で難解な用語は一切使わずに民族の自主を説く情

熱と英知あふれる姿、戦争の廃墟で農民や労働者と語り合う親し

みあふれる姿が、目の前の主席の姿にオーバーラップして浮かんだ。 

主席の作風で特に有名なのは「現地指導」である。前述の高木

健夫氏の著書にそれがどのようなものであるか詳しく書かれてい

るが、「現地指導」の出先で主席に会った人たちの話によると、

人民と主席との間には紙一枚ほどの隔たりもないという。 

氏は、このような偉大な方を戴いているのは、朝鮮の光栄であ

るだけでなく、人類の光栄であると思った。 
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146．共通の認識と理解を持つとき 

 

1992年３月31日、金日成主席は『朝日新聞』編集局長松下宗之氏

と会見し、その質問に回答を与えた。 

 

「あなたがたのわが国訪問を歓迎します。 

『朝日新聞』はこれまでわが国を紹介するよい記事を少なから

ず掲載してきました。それに対し、あなたがたに謝意を表します。 

これから、編集局長先生の質問にお答えすることにしましょう」 

ここで主席は朝日国交正常化の問題と政府間会談の展望につい

て次のように語った。 

「わたしは朝日国交正常化の歴史的意義と、それを実現するう

えでの原則的問題について再三述べています。現在、朝日国交正

常化のための両国政府間の会談は相応の進展をとげていませんが、

それは、朝日関係改善の意義と、これに関連した原則的問題にた

いする共通の認識と理解の不足にあるようです。 

朝日両国のあいだに存在する旧時代の遺物を清算して善隣友好

関係を発展させることは、両国人民の共通の要求であり、これは

自主、平和、親善を志向する現代の潮流にも合致します。そのた

め、先見の明ある政治家は、この問題について共通の理解をもち、

朝日関係を改善するため積極的に努力しています。朝鮮労働党と

日本の自由民主党、日本社会党が合意し発表した共同宣言は、ほ
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かならぬこうした共通の理解と努力の結果として生まれたもので

す。これから時間がたつにつれ、より多くの人がこの問題にたい

して正しい理解をもつようになり、広範な政治家と人民の支持声

援のもとに朝日国交正常化の問題はスムーズに解決されるものと

考えます。 

わたしはこの機会をかりて、朝日国交正常化と朝日両国間の友

好のために誠意ある努力を傾けている日本の政治家と人民に心か

らの挨拶を送ります」 
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147．主席が最後に会った外国人 

 

1994年６月19日、金日成主席は三木武夫元首相の未亡人三木睦

子女史とその孫たちに会った。 

女史は２年前の92年９月７日にも主席の接見を受けている。 

女史は東京府立第一高等学校に学び、1940年、三木武夫氏と結

婚した。68年全国発明婦人協会会長、アジア婦人友好会会長、75

年国連婦人協会会長、91年「アジアの平和と女性の役割に関する

セミナー」日本側実行委員会代表委員を務めた。主席逝去後の95

年日朝国交正常化促進国民フォーラム代表幹事、95～2000年「朝

鮮の子どもたちにタマゴとバナナを贈る会」代表として活動した。 

また、2000年～2012年日朝国交促進国民協会副会長を務め、「北

南朝鮮と日本の友展示会」実行委員会代表を兼任した。女史は、

2012年７月31日、95歳を一期として生を終えた。 

1994年6月19日、主席の接見を受けて帰国した女史は、それから

間もない７月９日、金日成主席が亡くなられたという青天の霹靂

のような悲報に接した。 

深い悲しみに沈んだ女史は、「統一と平和は主席の遺言」とい

う文章を総聯の機関紙『朝鮮時報』に寄稿した。その内容は次の

通りである。 

 

――７月９日、予定していた講演会に参加するため車で明治大
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学へ向かっていた時に、孫から電話がかかってきた。 

孫は「今、金日成主席が逝去されたというニュースがありまし

た……」と言うのであった。 

私はどうしても信じられなかった。 

孫の言葉がすぐには信じられず、私はすぐ電話を切ってＮＨＫ

放送のスイッチを入れた。そして、そのニュースに耳を傾けた。

ところが、いくら聞いてもニュースは主席が亡くなったという一

言だけであった。 

あのお方がどうして急逝されたのか、知りようがなかった。 

いたたまらない気持ちを静めていると、某記者から電話がかか

ってきた。 

「ニュースをお聞きになりましたか」という声が受話器から聞

こえてくる。 

私は前後を忘れていた。 

講演会場に向かう車が幾つかのトンネルを抜けたため、受話器

から響いてくる記者の声は所々途切れたり聞こえたりした。 

そうこうするうちに私は講演会場に到着した。 

公演の途中、金日成主席の逝去と関連したメディアのインタビ

ューに応じるために、私は３回も座をはずさなければならなかった。 

講演会が終わると、私は大学側が勧めてくれたお茶も飲まずに、

弔問のため朝鮮総聯中央会館へ向かった。 

館内は深い悲しみに包まれていた。 

李
リ

珍
ジン

奎
ギュ

第一副議長もまた、記者会見を控えて、悲しみを抑え、

しゃんとした姿を見せていた。 
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私が金日成主席に初めてお会いしたのは、1992年に「アジアの

平和と女性の役割に関するセミナー」を機に日本代表として朝鮮

を訪れた時であった。 

私はその日、金日成主席に主人を亡くしてもう７年になると申

し上げた。 

すると主席は、この次は孫たちを連れて家族と一緒に遊びにい

らっしゃいと、やさしく言ってくださった。 

そして、金
クム

剛
ガン

山の秋景色はとても美しいとおっしゃり、金剛山

のもみじについて具体的に説明してくださった。 

そのお方の興味津々たるお話に私は胸がわくわくし、金剛山の

頂まで登って来ましたと言い、一緒に行った代表たちが感激のあ

まり滝に飛び込んだ光景についても得々として話した。 

このようなお招きを受けながらも、その年の秋は仕事に追われ、

再訪する時間をつくることができなかった。 

結局、今年の６月に朝鮮を訪問したので、もみじは見られなか

ったが、妙
ミョ

香
ヒャン

山の美を味わうことができた。 

今回は主席と２時間半も話を交わした。 

最初20分ほど、孫たちも一緒に儀礼的な会見をし、その次はぐ

るっとテーブルを囲んで本当に温かい雰囲気の中で食事をした。 

たまたまアメリカのカーター元大統領と会談をした翌日だった

から、場所も同じ場所だったと思われる。 

会談が思い通りに進んでたいへん喜ばれたのか、私に北南首脳

会談もするとおっしゃるのだった。 

その日主席は、祖父と外祖父をみな亡くした私の孫たちにも、
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これからは私をおじいさんと思って、毎年遊びに来るんだぞとお

っしゃった。 

孫たちはとても喜んだ。 

それに対する感謝の念をこめて、孫たちは二人で『金日成将軍

の歌』を歌った。 

その時、主席はにこにこしながら孫たちの歌を楽しそうに聞い

ておられた。あの時、おそらくご自身のお孫さんたちのことを目

の前に描かれておられたのではないかという気もする。 

主席は日本についてもよく知っておられた。 

主席はまた、宇都宮徳馬先生は近頃どうお過ごしですかとお尋

ねになった。 

私は主席の質問に、宇都宮徳馬先生は夫人を亡くして家の中に

閉じこもっておられるが、『軍縮』という雑誌に毎回巻頭言をお

書きになっていると答えた。 

すると主席は、その雑誌はわたしも読んでいますとおっしゃる

のだった。 

その時私は、主席はあらゆる情報を把握しておられると思った。 

その頃は、北南首脳会談、米朝会談などすべての対話の方向が

金日成主席が望まれていた通りに良好に進もうとしていた時であ

った。 

今にして思えば、金日成主席はすべての道を開いて急逝された

と思われる。 

私は実際、金日成主席のお人柄についてもう少し世界の人々に

知らせるべきだ、そうしたら朝鮮という国がどんな国であるかを
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理解させることができると考えていたところだった。 

私たちは、「アジアの平和と女性の役割に関するセミナー」実

行委員会のメンバーとして、なんとしても北南朝鮮の統一に協力

し、それと同時に日朝国交正常化を実現させたいと考えている。 

いくら日本の国内情勢が複雑であっても、隣国であるというこ

とに変わりはないのである。 

「同じアジアの国なのですから仲よくしましょう」 

これは金日成主席のお言葉である。 

アジアの平和へのこの切々たる念願は、主席がわたくしたち日

朝両国人民に残された遺言であると思う。 

金日成主席は、北南朝鮮の統一は、国を建てた後ずっと抱いて

きた念願だとおっしゃったことがある。 

私はその念願の実現を切に望んでいる。 

今にして思えば、主席がいろいろとお話になったうちで何度も

話されたことは、つまるところ「平和」への念願だった。 

決して強い語調ではなかったけれども、主席はこのことについ

て、なんらの地位も持たない未亡人である私に懇々と話しておら

れたのである―― 
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永遠の追憶 

 

人間は自分の死期を予知できないといわれるが、金日成主席は

自身の生についてよく知っておられたのではないかと思われる。 

抗日革命戦争によって奪われた祖国を取り戻し、アメリカ帝国

主義侵略者を撃退する祖国解放戦争を勝利へと導き、われわれの

正義の大業に挑戦する革命の敵の策動をことごとく粉砕する反帝

階級闘争の途上で頭に霜を戴いた主席の最大の心労の一端は、朝

鮮民主主義人民共和国に非友好的に対する日本政府の反動的行為

に関するものであったと、わたしは考えている。 

朝鮮の解放後、半世紀の長きにわたって朝日関係の険しい道を

歩み続けた主席の苦悩はいかばかりであったろうか。 

その間、主席が会った外国人は数え切れないが、なかでも日本

人の数は群を抜いている。 

主席は1994年７月８日に他界したが、６月19日に会ったのは三

木武夫元首相の未亡人三木睦子女史と二人の孫であり、それは主

席が生前最後に会った日本人たちであった。 

日本との善隣友好を願った主席の思いは痛切なものであったが、

ついにその念願はかなえられなかった。 

思うに、７月の天地を揺るがす連日の豪雨に打たれながらも亡

き主席の名を叫び、血涙をしぼった朝鮮人民の胸中には、アメリ

カ帝国主義者に対する憎悪に劣らず、主席を苦しめてはばからな
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かった日本反動勢力に対する怒りが渦巻いていたと言っても過言

ではない。 

正義心に燃え、真理に忠実であった主席は世を去ったが、朝鮮

人民と世界の進歩的人民を温かく見守ったその情愛は、いまもな

お人々の心の奥に強く染みている。 

主席が朝日関係の正常化を願う日本の諸人士をいかに真情をも

って遇したかは、本書のどのページをめくっても十分すぎるほど

分かるであろう。本書には、主席に会った政界の人士をはじめ学

者や作家、記者、はては名もない女性などの民間人についての話

が収録されている。 

北海道から本州、四国、九州、沖縄に至る全日本を視野に入れ、

わが胸に抱くかのように、日本人民の喜びと悲しみ、苦痛と憎悪

を理解し、励ました金日成主席。 

朝鮮と日本に親善のかけ橋を渡すべく心血をそそいだ主席をわ

ずらわせ、平然と罪を犯した者は、歴史と人類の前に伏して恥ず

べきである。 

かえりみれば、日本は朝鮮をやむことなく苦しめてきた。 

朝鮮を武力で併合しながらも、さまざまのまやかしの「条約」

をもって世界を愚弄し、占領に抗して独立を叫んで立ち上がった

朝鮮人民に苛酷な弾圧を加えて100余万人を殺戮し、840万人の朝

鮮人を強制連行して死の戦場や工事場に駆り出し、20万人の朝鮮

人女性を日本軍慰安婦に仕立て、あげくの果てに大多数を殺し、

朝鮮の言葉と文字、姓名の抹殺をはかり、無数の文化財と資源を

破壊、略奪した日本帝国主義侵略者。 
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戦後も日本政府は過去を反省、悔悟することなく、厚顔無恥な

朝鮮敵視政策を追求し、いまなおこれに熱を上げている。朝鮮民

族が日本の反動勢力を心底憎悪するのは故なきことではない。 

しかしながら、こうした状況下にあっても、真理と正義を重ん

じ、変わることなく朝鮮との友好親善をはかり、不断の努力を傾

注してきた多くの日本の友人たちがいることをわれわれはよく知

っている。 

その一人――三木睦子女史。 

女史は、主席の没後6年目の2000年、83歳の高齢で３度目に朝鮮

を訪れた時、こう語った。 

――日本は一日も早く朝鮮人民にもたらした大きな不幸と苦痛

について心から謝罪し、補償すべきです。私は、いくらも残って

いない余生を日朝両国間のいまわしい過去を一日も早く清算し、

親善関係を回復させることに捧げるつもりです。 

私は、日朝国交正常化が実現されるまでは、目をつぶろうにも

つぶれません。―― 

本文でも触れたように、女史は日朝関係の改善をはかって、1995

年日朝国交正常化促進国民フォーラム代表幹事、1995年～2000年

「朝鮮の子どもたちにタマゴとバナナを贈る会」代表、2000年～

2012年日朝国交促進国民協会副会長を、その間「北南朝鮮と日本

の友展示会」実行委員会代表を務めた。 

このようにすばらしい追憶を残した日本人は、本文で紹介され

た人たちのほかにも数知れない。その一人ひとりの忘れがたい姿

をまぶたに描きながらペンを走らせた筆者もまた感に堪えない。 
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総書記、金
キム

正
ジョン

恩
ウン

第一書記の身近で長年、

外交問題にたずさわってきた筆者は、本書『金日成主席と日本』

を執筆しながら、日本の若い世代が過去の歴史を正しく認識し、

朝日関係の改善に尽くしながらも意を果たせずに世を去った先覚

者たちの霊をなぐさめるために努めるべきではなかろうかと思っ

た。 

『労働新聞』に掲載された話であるが、朝鮮に帰化した一日本

人女性が、一時人の道を踏みはずした息子が朝鮮労働党の援助で

再生の道を歩み、入党の栄誉に浴したとして、金正恩第一書記に

感謝の手紙を送ったとき、第一書記はあまりにも嬉しくて、彼を

見守り押し立てた党組織に感謝を送るという出来事があったが、

この一事をもってしても、日本人に対する金日成主席の情愛の歴

史は、金正恩第一書記に受け継がれていることが分かるであろう。 

金日成主席が朝日両国人民の善隣友好のために費やした労苦と

その輝かしい業績はとこしえに語り継がれるであろう。 


