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「脱北者問題をめぐる近年の北朝鮮の動向」 

 

２００６年４月 

在中国日本大使館 政治部  

森岡 敏明 

 

【 要 旨 】 

 

● 現在の脱北の主流は、中国や韓国に定着している脱北者がブローカーを通じ、北朝鮮に

住んでいる家族や知人を連れ去る企画脱北である。企画脱北には北朝鮮国内外の複数の

ブローカーが介在しており、脱北者一人の力で越境することは不可能である。北朝鮮国

内において、企画脱北にかかわる「脱北者問題」は、誘拐、人身売買等の問題と同一視

されており、北朝鮮当局は関与した人物には厳罰をもって対処している。 

● 現在の「脱北」は、生きるために食料を求めて脱北してくる形態から、よりよい生活環

境を求めて自発的に移住する形態へと変化している。その多くに共通して言えるのは、

北朝鮮に残っている家族に経済的な支援をしている点、脱北者自身も北朝鮮と中国の間

を頻繁に行き来している点である。 

● 脱北者の北朝鮮から中国への越境は１９９８年、９９年頃を境に減少傾向にある。韓国

への亡命者数の増加と反比例して、脱北者の数は近年大幅に減少している。脱北者減少

の要因として、国内経済の改善と、国境警備の強化等が指摘されている。 

● 北朝鮮は、国内の食糧事情などから国境を越えていく脱北者に対しては、「出入国に関

する違反」程度の処分にとどめており、その大部分は、数週間から数ヶ月程度の労働教

化刑の後帰宅措置がとられる等、処遇が大幅に改善されている。 

● 北朝鮮が脱北者に対し抱擁政策をとり続けるならば、「外国で稼いだお金で家族と一緒

に豊かに暮らせる」Ｕターンの道を選択する人がさらに増加すると思われる。帰国を望

んでいるにもかかわらず、処罰の恐れや社会的な疎外感、孤立に対する懸念から戻るこ

とのできない脱北者に対し、北朝鮮が今後いかなる措置を講じてゆくか、北朝鮮経済が

回復のプロセスを進むことができるかが、脱北者問題を解決する上で重要な変数とな

る。 
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【 本 文 】 

 

１．はじめに 

 

１９９０年代以降の社会主義圏の崩壊と、それにつづく北朝鮮の国際的孤立、「主体農法」

に代表される農政の失敗により、北朝鮮経済は極度に悪化した。その後、１９９５年から

９７年にかけて発生した水害と旱魃1により、大規模な飢餓が発生、２００万人から３００

万人と伝えられる餓死者、１０万人から３０万人と推計される難民が発生、「生存のため」

に中朝国境を越える脱北者数が急増した。 

当初、これらの脱北者は、必要な食料を手にすると、その多くが自発的に帰国していた。

しかし、長引く飢餓と国内の混乱により、家族が離散し、或いは生活基盤を失うことによ

って、中国の朝鮮族居住地域に身を隠し、現地へ定着を目指す脱北者が増加した。主に国

境付近（主に延辺朝鮮族自治州）に在留していたこれら脱北者は、その後、当地域での取

締りの強化と、より良い経済環境の追求、或いは人身売買等様々な理由によって、黒竜江

省や山東省の漢族の居住地域にまで居住地域が拡大していった。彼らの中には、就労や結

婚をする者、偽装の身分証明書や戸籍を手に入れ定着する者、さらには韓国への亡命を求

め在外公館等に駆け込む者が急増した。これらの一連の問題がその後「脱北者問題」とし

て国際的な関心を集めるようになった。 

本報告書では、これらの「脱北者」をいわゆる在外公館への「駆け込み」や「韓国への亡

命者」に限定せず、「政治的抑圧や経済的困窮などから逃れるため北朝鮮から他国に不法離

脱する北朝鮮住民」と定義し、本報告の対象とする。その上で、かかる脱北の背景を要因

別に整理し、これら脱北者の近年の動向、北朝鮮の脱北者政策の推移の過程を分析してゆ

く。 

なお、本報告書は筆者の個人的な見解に基づくものであり、外務省及び在中国日本大使館

の公式見解を表明したものではない。

                                                   
1１９９５年、「７月３１日から８月１８日にかけての豪雨のため５２０万人が被災、死者６８人、

被害総額１５０ドル」と報道（「朝鮮中央通信」同年９月６日）。１９９６年、「８つの道の１

１７の市と郡で被害が発生、被害額は１７億ドルと表明、「国際社会の人道的支援が必要と指

摘（「北朝鮮外務省報道官」同年８月７日）。１９９７年、「旱魃で７０万４３００トンの穀物

に損失」と報道（「朝鮮中央通信」同年７月２５日）。 
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２．脱北者問題発生の背景 

 

（１）脱北者問題発生の要因 

 

北朝鮮からの脱出は、北朝鮮の国内法上その行為自体が不法な越境行為である。脱北者自

身そのことを十分認識しながらも、一時期大規模な住民の移動が続いた。これらの一連の

現象を説明するため、脱北者問題発生の背景を要因別に整理し、近年の脱北者問題の性質

の変化について分析する。 

イ．政治的要因 

北朝鮮では、階級が世襲制で固定されている政治システムにより、いったん「敵対階層」

であると見なされた人々には、公的サービスへのアクセスが一切遮断されている2。これら

の人々が、閉塞した北朝鮮社会に対する不満や反体制的な政治的意思を有していたとして

も、それらを表現し、他者と共有し、運動を組織する手段を全く有していない。かかる体

制において、違法に国境を越えることは、北朝鮮の政治システムに対する反対意思の表明

を意味するものであり、重大な政治的行為として受け止められてきた。 

ロ．経済的要因 

１９９０年代後半に脱北者数が急増した背景には、経済難による住民の生存権の確保の問

題が挙げられる。配給制度の崩壊と、闇市場の急速な拡大、それに伴う物価の急激な上昇

は１９９５年以降の北朝鮮社会の変化を象徴的に表している。２００２年７月以降、配給

制度の見直し、給与の大幅な引き上げ、企業所の独立採算を柱とする「経済管理改革措置」

が施行されている。各企業所が自主的に価格を決定できるというのは、一見市場経済を導

入した合理的判断のように見えるが、物不足のまま価格を大幅に引き上げたことにより、

当局の意図を超えた大幅な値上がりが発生した。給与は引き上げられても、豊かになると

いう実感はない生活感覚となっている。北朝鮮では「経済管理改革措置」の実施以降、急

激なインフレが起こっていると伝えられている3。 

ハ．外部情報の流入 

北朝鮮は体制維持のため情報の統制政策を取り続け、外部情報の国内への流入を徹底的に

遮断してきた。しかし、「苦難の行軍」の時期と前後し、国家による住民の統制が弱まるに

つれ、住民はより多様なルートを通じて外国の情報に接するようになった。 

脱北者が、自らの体験を通じて得た見聞、情報は、北朝鮮当局による教育とプロパガンダ

を根本から否定するものでもあった。彼らは朝鮮族の商人、韓国人、慈善団体、国際機構、

                                                   
2 １９９０年当時の北朝鮮の住民登録事業の結果、「敵対階層」として「解放後の転落労働者、

富農、地主、親日・親米主義者、反動官僚、天道教青友党員、入北者、キリスト教心者、仏教

信者、カトリック教信者、出党者、敵機関服務者、逮捕・投獄者家族、スパイ関係者、反党・

反革命分子、粛正された者の家族、出所者、政治犯、民主党員、資本家、越南者家族」と分類

される。「北朝鮮の現況２００４」（財団法人ラヂオプレス）p.490。原出所は「北韓概要２０

００」（韓国統一院）。 
3 北朝鮮経済に関する詳しい分析については、今村弘子著「北朝鮮『虚構の経済』」(集英社新書 

２００５年）を参照されたい。 
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ＮＧＯ、キリスト教の関係者、留学生、マスコミ関係者等との接触を通じて、「強盛大国」

北朝鮮の現実を知り、外国の経済発展を目にし、耳にした。彼らのうち、あるものはその

まま中国に留まり、あるものは韓国に亡命し、あるものはその情報を北朝鮮に持ち帰った。

一度伝わった情報は何十倍にも拡がっていったはずである。これらの情報の多くは政治的

なイデオロギーを持ったものではないものの、北朝鮮政府は外部情報の流入による体制の

混乱の危険性を認識し、これに厳しい統制を行っている4。 

ニ．「脱北ブローカー」の出現 

脱北者の急激な増加に伴い、それまで比較的住民の行き来が自由だった中朝間の国境周辺

の警備は次第に厳格化された。同時に、国境地域以外からの中朝国境地帯への移動にも様々

な制限が設けられるようになった。 

そのような環境の中で、越境の世話をする地元住民の中から「脱北ブローカー」が、北朝

鮮側、中国側双方に現れ、脱北のプロセスは次第に専門化、組織化するようになった5。脱

北者を国境まで案内し中国側のブローカーに引き渡す人、賄賂を受け取り、彼らを黙認（又

は積極的に案内）する国境警備隊（朝鮮人民警備隊6）の存在がある。 

現在の北朝鮮における「脱北問題」は、中国や韓国に既に定着している脱北者がブローカ

ーに金銭を支払い、北朝鮮国内の組織と連携して、北朝鮮に住んでいる家族や知人を連れ

去る形で行われる企画脱北である7。企画脱北には北朝鮮国内外の複数のブローカーが介在

している8。中朝国境は、数多くのブローカー、国境警備隊、役人、国境住民の利益が複雑

に交錯し、それぞれの「縄張り」が形成され、脱北者の移動も組織化している9。現在、中

朝国境地帯は脱北者一人の力で越境することは不可能である。 

企画脱北は、北朝鮮国内でも大きな問題となっており、誘拐、女性の人身売買等の、新た

な形態の社会問題が多発している。北朝鮮当局は、かかる犯罪に関与した人物に対しては、

公開処刑を含む厳罰をもって対処しているという10。 

                                                   
4 北朝鮮は１９９８年以降、メディアを動員して「資本主義の黄色い風」排撃キャンペーンを行

っている。１９９８年６月１日付の「労働新聞」は「帝国主義の思想文化的浸透を排撃しよう」

と題した論説を掲載し、「帝国主義の思想文化的浸透が協力や交流の看板の下に行われている」

と批判、その流入を防ぐために「蚊帳をしっかり張らなければならない」ことを強調している

（「労働新聞」１９９８年６月１日）。 
5 国境地帯では、中国の携帯電話を北朝鮮側に持ち込めば、中国側と通話が可能であり、相互に

連絡を取り合うことができることも「脱北ブローカー」の活動を可能にする上での一つの技術

的背景として指摘することができる。 
6 北朝鮮の国境警備は朝鮮人民軍人民武力部傘下の「朝鮮人民警備隊」により行われている。 
7 「企画脱北」という言葉は、「脱北ブローカーが北朝鮮内の住民、または中国などを彷徨って

いる脱北者を勧誘し、韓国へ連れ去ること」を意味する韓国語である。 
8 「脱北ブローカー」は主に、北朝鮮人、韓国人（主に元脱北者）、朝鮮族中国人、韓国系米国

人の４つの形態に分類できる。 
9 現在、中朝国境には「金儲け」のために行き来する商人や運び屋、離散家族の人探し、人身売

買等、脱北に関わる様々な「商売」が横行していると言われる。脱北者自身がブローカーにな

るケースも多い。 
10 咸鏡北道会寧市と游仙市で２００５年３月１日と２日行われた公開処刑のビデオが民間ＮＧ

Ｏによって公開された。判決を言い渡された被告たちの罪状で挙げられているのは、刑法第２

９０条２項（誘拐罪）、第２３３条（不法国境出入罪）、第２１６条（不法阿片栽培・麻薬製造
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中国側の国境地帯に身を潜め、滞在していた一部の脱北者（経済流民）の問題が、在外公

館等への駆け込みや韓国への脱北へと性質が変化してきたのも、これらブローカーによる

「企画脱北」の延長線上にある11。「脱北者問題」が国際社会の注目を集めるようになった

のも、表面には現れにくいブローカーの存在が一つの重要な背景となっている12。 

一方、中国におけるブローカーへの取り締まり強化と韓国国内における脱北者に対する定

着支援金の減額13、韓国人ブローカーの出国禁止と取り締まりの強化措置の実施14等によっ

て、中国から韓国へ向かう「企画脱北」は現在減少傾向にある。韓国人ブローカーが組織

する、脱北者の在外公館等への「駈け込み」も、今後減少してゆくものと思われる。 

ホ．個人的事情による国外逃亡 

これまで国家の保護の下で受動的に生きてきた住民たちは、「苦難の行軍」以降、自ら生

き残るための方法を学習し、能動的に経済活動を行うようになった。このような私的な経

済活動の過程において、賄賂のやりとりなどの経済犯罪も増加している。業務上の過失や

個人的な犯罪の結果、処罰を恐れて「高飛び」し、中国へ脱北するケースや、高利貸しや

詐欺行為の被害のため、住民がいわゆる「夜逃げ」をして中国へ渡ってくるケースも見ら

れる。その他、離婚や破産、親族の政治犯罪の連帯責任等、人生の過程において躓き、絶

望した住民たちが、知人や親戚、ブローカーを通じて脱北を選択するケースも多い。 

脱北者全体に占める犯罪者の数を知る術はないが、２００４年に韓国に入国した脱北者の

１０．７％が、中国或いは北朝鮮で犯罪歴があるとの統計がある15。脱北者の総数は減少傾

向にある反面、「国外逃亡者」としての脱北者の割合は増加の傾向にある16。 

                                                                                                                                                     

罪）、第１０４条（外国貨幣売買罪）の４項目とされる。 
11 韓国統一部は最近、韓国へ入国する脱北者の傾向として、入国前の海外滞留期間の長期化（平

均４年）、女性入国者の比率の増加（６６．７％）等を指摘している（「朝鮮日報」２００５年

９月２２日）。 
12 韓国統一部が、韓国に亡命した脱北者を対象に実施した実態調査の結果、２００４年に入国

した脱北者の８３％がブローカーを通じて入国しており、１人当たり平均約４００万ウォン

（約４０万円）をブローカーに渡していることが明らかになった（「韓国連合ニュース」２０

０４年１２月２３日）。 
13 ２００５年１２月２３日、脱北者受け入れ政策の改善に関する韓国政府の発表。「２００５年

１月より脱北者の定着金を２８００万ウォンから１０００万ウォンに減額し、削減した分は職

業訓練奨励金等に使用する」（「聨合ニュース」２００４年１２月２３日）。ブローカーの主な

収入源であった定着支援金の削減により、「企画脱北」自体がビジネスとして成立しにくくな

っている。 
14 ２００４年１２月、韓国政府は、脱北者から金をもらって韓国行きを支援する「脱北ブロー

カー」に対し、出国禁止などの措置によって取り締まる方策を講じていることが確認された

（「朝鮮日報」２００４年１２月２１日）。 
15 ２００４年１２月２３日に李鳳朝韓国統一部長官が発表した統計。犯罪の類型別には、殺人

が１０人、人身売買が２３人、強姦及び強盗、窃盗が１５１人、麻薬の密売が１０人、暴力が

９８人、公金横領が２１人となっている。李長官は、「重い罪を犯した脱北者が入国した場合、

国内法によってこれを処罰する」と述べた（「朝鮮日報」２００４年１２月２４日）。 
16 ジ・ウニ著「新北韓概論」（乙有文化社）p.153。原出所は「北朝鮮の犯罪の類型」（国土統一

院及び北韓研究所の調査資料）。 

 内 容 備 考 
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２００４年、韓国統一部が発表した「動機別の脱北現況」資料によると、１９９５年以降

今年６月までに韓国入りした脱北者４４７７人を対象にアンケート調査を実施した結果、

「生計型の脱北」が２３０７人（５１．５％）と半数を超えている半面、処罰への憂慮は

４６５人（１０．３％）、体制への不満は４４６人（９．９％）等、「政治的な理由での脱

北」は相対的に少ない17。 

 

（２）脱北者問題の性質の変化 

 

北朝鮮住民の離脱に関わる問題は、一般に「脱北者問題」と一括りにされるが、その具体

的内容と発生過程、脱北者の性質を具体的に見て行くと、いくつかの類型と時代別の傾向

に分類することができる。 

イ．亡命型脱北 

北朝鮮からの脱北は、「苦難の行軍」と前後して、その性質が大きく変化している。１９

６０年代から１９９０年代にかけ、脱北者の大部分は北朝鮮のエリート階級の出身者が中

心だった。空軍の飛行機を乗り逃げしたパイロットや、在外公館に勤務する外交官の亡命

事例等、少数の特権グループのみが、当時北朝鮮を離れる物理的能力を有していた18。１９

９０年代に発生した一連の脱北の現象は、「苦難の行軍」に伴う経済難のみで説明できるも

のではなく、北朝鮮におけるプロパガンダ効果の低下や、住民に対する統制の弱化等、北

朝鮮で起こったいくつものプロセスを反映したものである。 

ロ．生存型脱北 

１９９０年代中盤に発生した自然災害と「苦難の行軍」に伴う食糧難の時期、北朝鮮から

の脱北者の数はピークに達した。韓国のあるＮＧＯの調査では、１９９７年から１９９９

年までに約３０万人（延べ１００万人）が脱北したといわれる19。 

                                                                                                                                                     

政治犯 反党・反革命行為、金日成の権威

毀損、脱出犯、思想不純 

金日成の権威毀損：金日成闘争の歴

史に対する批判、金日成に関する各

種出版物及び肖像画毀損等。 

経済犯 公共財産の横領、食料の横領、物

品購入時の価格操作、定量未達の

出庫 

大部分は経済部門の行政機関や、協

同団体の幹部に限定される。 

人身侵害犯 人身侵害犯 朝鮮労働党幹部、共同農場幹部によ

る犯罪が増加 

その他 暴力、殺人、強姦、姦通、スリ、

強盗、窃盗、詐欺、放火等 

農民による窃盗が増加 

 
17 「朝鮮日報」２００４年１２月５日。 
18 １９９６年１月、在ザンビア大使館書記官が韓国に亡命、同年５月、北朝鮮空軍のパイロッ

トがミグ１９戦闘機で韓国に亡命、１９９７年２月、黄長燁朝鮮労働党書記が韓国に亡命申請

（４月入国）、同年８月、在エジプト北朝鮮大使夫妻が米国に亡命等。 
19 石丸次郎著「北朝鮮難民」p.43。原出所は「北朝鮮食糧難の実態」（韓国の仏教系ＮＧＯ「よ

き仲間たち」が１９９７年９月から１９９８年１０月まで１８５５人の脱北者と対面調査を行
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北朝鮮の中央配給システムが機能不全に陥ると、それまで国家による配給制に慣れ親しん

でいた住民たちは、国家による保護を受けることができなくなり、食糧事情は極度に悪化

した。配給を待ち、餓死する住民が増加するに従い、住民たちは自ら自発的に食料を求め

て国内を移動するようになった。当時、比較的自由に往来のできた中朝国境を、多くの北

朝鮮人が食料や医薬品を求めて越境してきたことも、かかる文脈の延長線上に位置づける

ことができる。 

ハ．生活型脱北 

北朝鮮の経済状況は１９９８年頃が最悪であったが、２０００年以降は改善の傾向が見ら

れるようになったといわれる。しかし、これは最低限のカロリーが摂取できるという程度

で、食糧を含む全ての物が不足している状況に大きな変化はなかった。食糧価格は高騰し

続け、公的配給制度は麻痺したままであった。住民間の貧富の差が急速に広がったのもこ

の時期の特徴である。 

その結果、それまでの生きるために食料を求めて脱北してくる形態から、よりよい生活環

境を求めて自発的に移住（移民）する形態へと脱北の性格が変化してきた。ある程度のリ

スクを覚悟してでも中国に渡り、現地で就職し、生活基盤を築く者、結婚して家庭を持つ

者20等、脱北の目的が多様化するようになった。生活向上や子弟の教育環境改善を望んで、

脱北する者もいるという21。これらの脱北者の多くに共通して言えるのは、北朝鮮に残って

いる家族に経済的な支援（仕送り）をしている点、脱北者自身も北朝鮮と中国の間を頻繁

に行き来している点である。 

近年は中国国境地域での取り締まり強化により、この地域の脱北者数は減少の傾向にある。

既存の脱北者たちは、黒竜江省、山東省をはじめ、浙江省、貴州省など内陸の方へも移動

し、偽造の身分証や他人の戸籍の売買を通じ、中国国籍を取得し、中国に定着する段階に

ある。 

 

（３）減少する脱北者 

 

脱北者の中国への越境は、１９９８年頃を境に減少傾向にある。米国務省が米国議会に提

出した報告書によると、中国における脱北者の総数は、２０００年には７万５千人から１

２万５千人と推計され、２００５年時点では３万人から５万人と推算されている22。韓国へ

の亡命者数の増加と反比例するように、北朝鮮からの脱北者の数は近年大幅に減少してい

る23。わずか数年の間に脱北者が激減した国内要因として、北朝鮮の国内経済の改善と、国

                                                                                                                                                     

った報告書）。 
20 脱北者の中で結婚している者の中には、文字通りブローカーによって騙され、北朝鮮から中

国へ連れてこられた「人身売買」の被害者であると言うべき者も含まれている。 
21 「日本経済新聞」２００５年１０月３１日。 
22 「中央日報」２００５年２月２８日。 
23 脱北者の総数は減少する一方、韓国への亡命を果たす脱北者は逆に増加している（韓国統一

部ホームページ「北朝鮮離脱住民の入国現況」２００５年９月）。 

年度 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
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境警備の強化、合法的国境往来の奨励等を指摘することが出来る。 

イ．経済状況の改善 

近年、北朝鮮経済の改善に伴い、中国で脱北生活を数年送った住民の帰国が相次いでいる

という。北朝鮮の山間部等では食糧不足の地域が未だ存在するものの、飢餓状態は既に脱

し、食糧事情は全般的に改善している。都市部では自由化に伴う経済発展の恩恵を受ける

人も増えている。北朝鮮経済のここ２、３年の変化は、それ以前の５０年間の変化よりも

大きいと言われる。 

国営企業に成果主義を導入した結果、部品や原材料が輸入できず操業を停止していた国有

企業が操業を再開し、自宅待機していた労働者に再び仕事が与えられる状況も出てきた。

ソ連崩壊後衰退し続けた北朝鮮経済は、１９９９年以降低い水準ながら経済成長を実現し

ている24。２００２年より実施されている「経済管理改革措置」が成果を上げ、今後北朝鮮

経済が回復のプロセスを進むならば、新たな脱北の数はより減少し、既存の脱北者の帰国

はより増加すると予想される25。 

ロ．国境警備の強化 

北朝鮮は、脱北者の帰国を促す一方、新たな脱北を防止するために、国境警備を厳重化し

ている。２００４年には、川岸に設置された国境警備の配置が１００メートル間隔から５

０メートル間隔に狭められた他、国境から１０キロメートルの地帯が統制区域として村人

以外の立入りが禁止されたという26。同年、国防委員会の直接指揮下にある海軍陸戦部隊が

南北軍事境界線（３８度線）地域から転配され、脱北者の取り締まりが強化されていると

も伝えられている27。 

ハ. 合法的中国訪問の奨励 

北朝鮮はこのような北朝鮮からの不法出国を取り締まる一方、合法的な中朝間の往来を奨

励している。北朝鮮からの出国（短期の往来）には北朝鮮政府が発行する「通行証」が必

要になる。親戚訪問の場合、通行証の資格は５０歳以上であること、そしてあくまで親戚

が中国にいることが条件となる28。それ以外の外国への出国者に対しても、旅券取得の簡易

                                                                                                                                                     

人数（名） 56 86 71 148 312 583 1139 1281 1894 

 
24 社会主義圏の崩壊後低迷し続けた北朝鮮の経済成長率は１９９９年以降わずかながら上昇を

続けている(「北朝鮮の現況２００４」p.318。原出所は２００３年６月の韓国銀行の報告)。

 （単位：％） 

90年 91年 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 

-3.7 -3.5 -6.0 -4.2 -2.1 -4.1 -3.6 -6.3 -1.1 +6.2 +1.3 +3.7 +1.2 

 
25 「民主労働党による現地調査の結果資料」によると、北朝鮮の経済が改善されれば（中国か

ら）戻っていく意思がある人が多数であり、農村に売られ、漢族と結婚・出産し、３年以上居

住している場合は、中国に住むことを望むことが多い（「民労党ホームページ」２００４年１

１月７日）。 
26 森岡による延辺朝鮮族自治区における中国公安関係者からのヒアリング（２００４年１０月）。 
27 「国際先駆導報」（中国国営新華社通信）２００４年９月１６日。 
28 「東亜ＦＡＱ」ホームページ（『脱北者問題』http://mltr.e-city.tv/faq03f.html ２００６

年４月７日）。  
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化とビザの延長（通常１年の居住を認定）を通じ、合法的な身分による経済活動を保証す

ることにより、違法な脱北を防止するための対策をとっている29。 

                                                   
29 「民主労働党による現地調査の結果資料」２００４年１１月７日 民労党ホームページ。 
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３．北朝鮮における脱北者政策 

 

（１） 政治犯としての脱北者 

 

中国に不法越境した脱北者は、中国側公安当局に拘束されると、「国境地域の国家安全と

社会秩序維持業務のための相互議定書」30に基づいて北朝鮮側に強制送還される31。北朝鮮

に強制送還された脱北者は、まず国境地域の国家安全保衛部で、韓国人やキリスト教関係

者との接触、韓国亡命企画の有無、人身売買への関連などについて調査を受ける。これら

に関与したと判断される場合、刑法第４７条の「国家反逆罪」（「祖国と人民を裏切り、他

国に逃亡する行為」や、「国家に反逆する行為」）に基づき、「７年以上の労働強化刑、情状

が特に重い場合には、死刑及び全財産の没収刑」に処される32。 

 

（２） 経済流民としての脱北者 

 

一方、国内の食糧事情などから国境を越えた脱北者に対しては、刑法第２３３条の「不法

入境出入罪」（出入国に関する違反）程度の処分にとどめている模様だ33。これは中国から

送還されてくる脱北者の数が膨大になり、物理的に全員を収容所に送り込むことが困難に

なったこととも関係していると思われる。これらの脱北者は、追加の調査を受けた後、出

身地域の人民保安省所管の拘置所に移管され、その大部分は最高刑で２年（一般的には数

週間から数ヶ月）の労働教化刑の後、帰宅措置がとられている34。また、収賄や同情心のた

め、地方の役人が個人の裁量によって脱北者を寛大に扱ったり、現場の国境警備隊員が脱

北者に発砲指示をしないなどのケースも頻繁に見られる35。現在咸鏡北道では、合法的に旅

券を取得し中国に出国する場合には約２０万北朝鮮ウォン（約１万５千円）の「手数料」

                                                   
30 １９８６年８月１２日、中国遼寧省丹東市にて、北朝鮮国家保衛部と中国公安部の間で締結。

全１０条からなり、第４条では「住民の不法越境防止業務に関して相互協力し、状況によって

名簿及び資料を相手側に渡す」、第５条では犯罪者処理問題として、反革命分子（スパイ、テ

ロリストなど）や一般犯罪者を逮捕した場合には相手方に引き渡す」と明記されている（「共

同通信」２００３年１月６日）。 
31 ２００２年には約５０００人、２００３年は約８０００人が延辺朝鮮族自治州の収容施設を

通じて北朝鮮に強制送還されたという（「毎日新聞」２００５年６月１１日）。韓国民主労働党

の中国現地調査でもほぼ同様の調査結果が示されている（「民主労働党による現地調査の結果

資料」２００４年１１月７日）。 
32 ２００４年４月２９日、北朝鮮の刑法が改正され、「国家反逆罪」の処罰対象が、「他国に逃

亡、投降、変節、秘密を売り渡した者」にまで拡大されたという。 
33 ２００１年、北朝鮮が国連人権理事会に提出した人権報告書に関する答弁における沈享一首

席代表（最高人民会議常任委員会法制部長兼朝鮮人権研究協会委員長）の報告（「アジア・欧

州 経 済 情 報 ／ Ｎ Ｎ Ａ 」 ホ ー ム ペ ー ジ 、「『 脱 北 者 』 に は 寛 大 ： 人 権 報 告 書 」

(http://nna.asia.ne.jp/free/mujin/focus/focus58.html)２００１年７月２５日）。 
34 北朝鮮は在中国経済流民に限り、４週間の調査後帰宅措置を取っているという（「民主労働党

による現地調査の結果資料」２００４年１１月７日 民労党ホームページ）。 
35 「中央日報」２００５年２月２８日。原出所は米国務省が北朝鮮人権法の規定に則り米国議

会に提出した脱北者の実態報告書。 
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を支払わなければならないが、脱北者が強制送還された場合にも、同額の罰金を支払えば

釈放されるという36。その他、「脱北者が北朝鮮に帰国し、自ら当局に出頭した場合、１５

００人民元（約２万円）を支払えば、簡単な調査の後に釈放され帰宅することができる」

との証言もある37。 

 

（３） 近年の動向 

 

２００４年７月末に、ベトナムから脱北者４６８人が韓国に入国する事態が発生、この事

態をうけ、同年８月１８日、北朝鮮の「祖国統一民主戦線中央委員会」は海外に居住する

脱北者に対して、「共和国の懐に戻ってくる勇断を下すか、それができず戻ってくることが

できない場合、愛国に生きる道を選ぶ」よう訴え、「帰国する場合には暖かい同胞愛で迎え

る」との声明を出した38。同声明は、脱北者を「米国とその追従勢力の誘因、謀略によって

強制的に連行された者」と位置付け、脱北者問題の所在を指摘し、「被害者」である同胞の、

祖国への帰国を促している39。 

近年は韓国で稼いだお金を持って北朝鮮にＵターンをするケースも報告されている40。北

朝鮮が脱北者に対し、かかる抱擁政策をとり続けるならば、「外国（中国、韓国）で稼いだ

お金で家族と一緒に豊かに暮らせる」北朝鮮へのＵターンの道を選択する人がさらにでて

くると思われる。実際、韓国に亡命した脱北者に、「合法的に北朝鮮に帰国する機会が有れ

ば帰国するか」とのアンケート調査を行った結果、３３％の脱北者が「ＹＥＳ」と答えた

という41。中国に在留する脱北者の大半は政治的な背景を有しない分、その割合はより高い

と推測される。既に中国で家庭を持ち、生活基盤を有している場合を除き、北朝鮮国内の

経済的、法的、社会的な受け入れ環境が改善されるなら、脱北者の自主的な帰国の動きは

より加速すると思われる42。これは金正日政権の経済管理改善措置の行方とも連動している

問題であると同時に、北朝鮮の「改革」が「開放」へと向かうか、経済的な格差や腐敗を

いかに解決してゆくかとも深く関係する長期的課題であると言えるだろう。 

                                                   
36 ウ･スンジ著「脱北者問題と韓半島の国際政治」（外交安保研究院）p.16。 
37 脱北者からのヒアリング（２００５年２月）。 
38 「朝鮮中央通信」８月１９日。 
39 一方、「２００４年１１月に米国議会で北朝鮮人権法案が通過して以降、北朝鮮では「企画脱

北」、韓国への亡命等に対する取締りと処罰はより強化されるようになった」との指摘もある。 
40 「東亜日報」２００４年１２月２日。 
41 「世界日報」２００４年９月１６日（「韓国国内に居住する脱北者１００名に対するアンケー

ト結果」）。その他「機会があれば、カナダ、オーストラリア、米国等の国に行くか」との設問

には、「必ず行く」、「可能ならば行く」を合わせ、計６９％の脱北者が「ＹＥＳ」と回答して

いる。 
42 ２００５年、韓国内に定着した脱北者のうち５７人が、観光などを理由に海外へ向かい、そ

の後帰国しなかったことが確認された。「拉致者人権脱北連帯」の都希侖事務総長は、「中国で

北朝鮮に拉致されたり、自発的に再び北朝鮮入りしたりした（韓国籍の）脱北者は約２０人に

のぼる」と述べている（「東亜日報」２００５年９月２６日）。 
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４．終わりに 

 

大量の住民流出という現象とその発生のプロセスのみに注目するならば、脱北者問題は、

エリート層が中心だった東欧の越境者の問題とは明らかに性格を異にしている。社会主義

体制の崩壊へと至ったこれら一連の動きを単純に北朝鮮と比較することはできないが、北

朝鮮が企画脱北と在外公館等への駈け込み、韓国への亡命等、一連の政治的現象に対して

非常に敏感な反応を見せるようになったのは、ベルリンの壁崩壊の直前に発生した住民の

流出を念頭に置いたものであることは十分に想像できる。しかし、政治的現象として脱北

問題を見る限り、その日の食事を確保することで精一杯の人々から、組織だった民主化運

動や反体制の動きが起こるとは考えにくい。その意味において、脱北者が体制の変革を後

押しし、または体制の崩壊に直接結びつくという可能性は極めて低い。 

むしろ、ブローカーの暗躍による「企画脱北」は、脱北者を彼らの目的のために利用する

ことによって、既に中国に定着している脱北者への中国当局による取締りを強化させ、問

題の解決を一層困難にしている。これらの近年の現象は、脱北者全般の人権状況改善にと

っては、むしろ厳しい社会的環境をもたらす結果となっている。また、脱北者による犯罪

の増加や、戸籍を有しない脱北者の子供たちの問題、脱北による新たな離散家族の発生も、

北朝鮮一国にとどまらず、中国や韓国との国際問題へと発展する可能性を抱えた新たな火

種となっている点も指摘しなければならない。 

現在、脱北者は帰国を望んでいるにもかかわらず、処罰の恐れや社会的な疎外感、孤立に

対する懸念から戻れない場合が多い。北朝鮮当局が今後、脱北者が帰国するためにいかな

る積極的措置を講じてゆくかにも注目してゆかなければならない。また、北朝鮮の住民が

自国を出なければならなかったおおもとの原因である北朝鮮経済の状況の改善にいたって

は言うまでもない。 

本稿では脱北者問題をめぐる近年の動向について、北朝鮮を対象として扱ったが、この問

題は単に北朝鮮、或いは中国だけにとどまる問題ではない。日本にとっても、日本人妻の

帰国問題や、帰国船で北朝鮮に渡った在日朝鮮人の問題とも関連した課題であると言える。

同時に、脱北者問題は人権問題としても解決を急がれる問題であり、日本の外交政策にも

多くの課題を提起している。この地域の安定と発展に深く関係する問題であるゆえ、日本

にとっても決して他人事ではあり得ない。将来の北東アジア地域の動向とも関連し、日本

は今後も注意深く脱北者問題の動向を見守っていく必要があるだろう。 


