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　朝鮮半島情勢は過去何十年にもわたって、まるで化膿した裂傷であるかのように悪化し続けており、

朝鮮人民民主主義共和国（北朝鮮）と大韓民国（韓国）の関係が回復する兆候は今のところ見られない。

常に強い緊張感に包まれ、解決の目処すら立っていない朝鮮半島ではあるが、近隣諸国はどうにかし

てこの不安定な状況を改善しようと試行錯誤している。一方、平和的解決への道を模索する各国政府

とは対照的に、これらの国々の住人の多くが実際には北朝鮮に無関心で、特に当事者であるはずの韓

国国民の意識は著しく低いようだ。このような傾向が世界的に見受けられるなか、私たち著者は、日

本の方々が突出して北朝鮮問題に興味を抱いていることに気がついた。日本が朝鮮半島の目と鼻の先

に位置し、北朝鮮人および韓国人の在日コミュニティーを多く有する国のひとつであることを考慮す

ると、この事実はそう驚くべきことではない。私たちはこれまで北朝鮮の軍事組織について数多くの

情報を公開してきたものの、英語と日本語という言葉の壁に阻まれ、それらの多くを日本の方々に伝

えることが残念ながらできなかった。もっとも、自身も熱心な研究家であり、私たちの成果を日本へ

広めようと類い稀ない努力を重ねてくれた親友、Tarao氏には感謝の言葉しかない。しかし『The Armed 

Forces of Noth Korea: On the Path of Songu』の和訳版が驚くべき速さで発刊されたことにより、北朝鮮の

朝鮮人民軍に関する最新の知識を日本語で提供できるようになった。これは私たちにとって何よりも

喜ばしいニュースで、和訳版に携わった関係者すべてに謝意を表するとともに、本書がひとりでも多

くの日本の読者の手元に届くことを願っている。　（2021年 8月）
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翻訳の過程で不要になった、あるいは本書中に登場しない略語も存在するが、本項では原書に忠実に記載す

ることにした。また、本書中に頻出する兵器や装備の名称については日本語として慣習的に用いられている

表現を優先したが、朝鮮民主主義人民共和国の地名に関しては本国寄りの発音を再現したカタカナ表記とす

る。北朝鮮人の人名は漢字・カタカナ併記、漢字が判明していない場合はカタカナのみの表記としている。

用語集
Glossary

AA

AAA

AAM

AEW&C 

AFV

AGL

AIP

AP 

APC

ASBM

AShM

ASW

ATGM

BVRAAM

BWC

CAS

CBRN

CDS

CEP

CIA

CIWS

CNC

CWC

C4ISR

DEAD

DMZ

DoD

DPRK

ECM

ELINT

ERA

GDP 

GLATGM

GNSS

GPS

Anti-air

Anti-aircraft artillery

Air-to-air missile

Airborne early warning and control

Armoured fighting vehicle

Automatic grenade launcher 

Air-independent propulsion 

Armour-piercing 

Armoured personnel carrier 

Anti-ship ballistic missile 

Anti-ship missile  

Anti-submarine warfare

Anti-tank guided missile

Beyond-visual-range air-to-air missile

Biological Weapons Convention

Close air support
Chemical, biological, radiological and nuclear

Coastal defence system

Circular error probability

Central Intelligence Agency

Close-in weapon system

Computer numerical control

Chemical Weapons Convention

Command, control, communications, 

computers, intelligence, surveillance 

and reconnaissance

Destruction of enemy air defences

Korean Demilitarized Zone

Department of Defence

Democratic People’s Republic of Korea

Electronic countermeasure

Electronic intelligence

Explosive reactive armour

Gross domestic product

Gun-launched anti-tank guided missile

Global navigation satellite system

Global positioning system

対空

対空砲

空対空ミサイル

早期警戒管制機

装甲戦闘車両

自動擲弾銃

非大気依存推進

徹甲弾

装甲兵員輸送車

対艦弾道ミサイル

対艦ミサイル

対潜戦闘

対戦車誘導ミサイル

視界外射程ミサイル

生物兵器禁止条約

近接航空支援

科学、生物、放射性物質、核、爆発物

沿岸防御システム

平均誤差半径

アメリカ合衆国 中央情報局

近接防御火器システム

コンピューター数値制御

化学兵器禁止条約
指揮・統制・通信・コンピュータ・情報・監視・偵察

敵防空網破壊

軍事境界線

国防総省

朝鮮民主主義人民共和国

電子対抗手段

電子情報

爆発反応装甲

国内総生産

砲射出式対戦車誘導ミサイル

全球航法衛星システム

全地球測位システム
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GPMG

GSD

FAC

FCS

FOB

HARTS

HE

HEAT

HEMP

HMG 

IADS

IAEA 

ICBM 

IFV

INS

IR

IRBM 

JSA

KCBC

KCNA

KCTV

KPA

KPAAF

KPAGF

KPAN

LMG

LRF

LWR

MANPADS

MaRV

MBT

MCLC

MCLOS

MDL

MFD

MIRV

MLRS

MoD

MPAF

MRL

MRBM

NADA

NATO

NBC

NLL

NPT

PCEC

General purpose machine-gun

General Staff Department

Fast attack craft

Fire-control system

Forward operating base

Hardened artillery site

High-explosive

High-explosive anti-tank warhead

High-altitude electromagnetic pulse

Heavy machine gun

Integrated air defence system

International Atomic Energy Agency

Intercontinental ballistic missile

Infantry fighting vehicle 

Inertial navigation system

Infrared

Intermediate-range ballistic missile

Joint Security Area

Korean Central Broadcasting Committee

Korean Central News Agency

Korean Central Television

Korean People’s Army

Korean People’s Army Air and Anti-Air Force

Korean People’s Army Ground Force

Korean People’s Army Navy

Light machine gun

Laser rangefinder 

Laser warning receiver

Man-portable air-defence system

Maneuverable re-entry vehicle

Main battle tank

Mine-clearing line charge

Manual command to line of sight

Military Demarcation Line

Multi-function display

Multiple independently targetable re-entry vehicle

Multiple launch rocket system

Ministry of Defence

Ministry of People’s Armed Forces

Multiple rocket launcher

Medium-range ballistic missile

National Aerospace Development Administration

North Atlantic Treaty Organization

Nuclear, biological, chemical 

Northern Limit Line

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

Patrol craft escort

汎用機関銃

総参謀部

高速戦闘艇

射撃統制システム

前方作戦基地

地下砲撃拠点

榴弾

成形炸薬弾

高高度電磁パルス

重機関銃

統合防空システム

国際原子力機関

大陸間弾道ミサイル

歩兵戦闘車

慣性航法装置

赤外線

中距離弾道ミサイル

共同警備区域

朝鮮中央放送

朝鮮中央通信

朝鮮中央テレビ

朝鮮人民軍

朝鮮人民軍航空及び反航空軍

朝鮮人民軍陸軍

朝鮮人民軍海軍

軽機関銃

レーザー測距儀

レーザー警戒受信機

携帯式防空ミサイルシステム

機動式弾頭

主力戦車

地雷除去ライン式爆薬

手動指令照準線一致誘導方式

38 度線

多機能ディスプレイ

多目標弾頭

多連装ロケット砲システム

国防省

人民武力省（現：国防省）

多連装ロケット砲

準中距離弾道ミサイル

国家宇宙開発局

北大西洋条約機構

核、生物、化学

北方限界線

核兵器不拡散条約

護衛哨戒艇
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PGM

PRC

PVA

RAP

RCL

RCS

RGB

RHA

ROK

ROKA

ROKAF

ROKN

ROKS

RPG

R&D

SAM

SACLOS

SEAD

SES

SHORAD

SIGINT

SFIC

SKD

SLBM

SLV

SOF

SPAAG

SPG

SPH

SPM

SRBM

SRF

SSB

SSBN

SSES

TE

TEL

THAAD

UAV

UHF

UXO

UN

US/USA

Precision-guided munition

People’s Republic of China 

People’s Volunteer Army

Rocket-assisted projectile

Recoilless rifle 

Radar cross-section

Reconnaissance General Bureau

Rolled homogeneous armour

Republic of Korea

Republic of Korea Army

Republic of Korea Air Force

Republic of Korea Navy

Republic of Korea Ship

Rocket-propelled grenade

Research and development

Surface-to-air missile

Semi-automatic command to line of sight

Suppression of enemy air defences

Surface effect ship

Short range air defence

Signals intelligence

Submersible fast infiltration craft

Semi knock-down kit

Submarine-launched ballistic missile

Satellite launch vehicle

Special Operations Force

Self-propelled anti-aircraft gun

Self-propelled gun

Self-propelled howitzer

Self-propelled mortar

Short-range ballistic missile

Strategic Rocket Force

Sub-surface ballistic (ballistic missile submarine)
Sub-surface ballistic nuclear(nuclear ballistic missile submarine) 

Stealth surface effect ship

Transporter erector

Transporter erector launcher

Terminal high altitude area defence

Unmanned aerial vehicle

Ultra high frequency 

Unexploded ordinance

United Nations

United States of America

精密誘導兵器

中華人民共和国

中国人民志願軍

ロケット補助推進弾

無反動砲

レーダー反射断面積

朝鮮人民軍総参謀部偵察局

圧延均質装甲

大韓民国

大韓民国陸軍

大韓民国空軍

大韓民国海軍

大韓民国海軍艦

携帯式対戦車グレネード/ロケットランチャー

研究開発

地対空ミサイル

半自動指令照準線一致誘導方式

敵防空網制圧

表面効果艦

短距離防空

電子・通信諜報

可潜式高速潜入艇

部分的ノックダウン生産

潜水艦発射弾道ミサイル

人工衛星打ち上げロケット

特殊作戦軍

自走対空砲

自走砲

自走榴弾砲

自走迫撃砲

短距離弾道ミサイル

戦略軍

弾道ミサイル潜水艦

弾道ミサイル原子力潜水艦

ステルス表面効果艇

輸送起立機

輸送起立発射機

終末高高度防衛ミサイル

無人航空機 / ドローン

極超短波

不発弾

国際連合

アメリカ合衆国
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　徹底的な秘密主義に包まれた朝鮮民主主義人民共和国という国

は、軍事評論家にとってまさに伝説の生き物であるユニコーンの

ような存在だ。他のどの国よりも物議をかもし、詮索されること

の多い北朝鮮だが、その内情の重要性の高い部分の多くは明らか

になっていない。この秘匿性こそが、長年我々の興味を引きつけ、

実体の大部分が謎である北朝鮮の軍事組織についての本を書こう

とした理由だ。朝鮮人民軍という広大なテリトリーのできる限り

多くを収録するため、本書の文字数は着実に増え続け、発売日は

何度も延期されていった。延期という事実は我々にとっても気分

のいいことではなかったが、これにより、期待していた以上の完

成度で朝鮮人民軍の歴史と現状について書き上げることができた

のだ。200ページ以上にわたって紹介されていく多岐にわたる題

材に共通していえることは、本書の表紙にも大々的に書かれた「先

軍思想への道」だ。読者がどう捉えようとも、この副題は北朝鮮

の軍事を象徴するフレーズであろう。北朝鮮にとって「先軍思想」

とは、金正恩の父、金正日によって導入された、“国の主権を維

持するため、軍事力を他の何よりも優先する国家主義”のことだ。

ちなみに「先軍思想への道」という言い回しは、我々のような研

究者にとって貴重な情報源でもある北朝鮮の内部資料に頻繁に登

場するワードでもある。しかし別の視点から見てみると、このフ

レーズはここ数十年で北朝鮮の政治に特徴づけられる、思想と実

体の矛盾を具現化している。無尽蔵に打ち上げられる弾道ミサイ

ルと核兵器のテストによって絶えず緊張感が高まる中、本書が解

明したいのは「先軍思想」が北朝鮮をどこに導いたのか、そして

その道はどこに辿りつくのかということだ。

　読み進めていただく前に、いくつか明確に説明しておきたいこ

とがある。本書は秘匿生の高い北朝鮮という国について、現状知

り得る最新の情報にもとづいて執筆されたものだ。しかし新たな

情報が明らかになるにつれ、書かれた内容の一部が正しくなかっ

たということが判明する事態は容易に想像できる。絶対的な確証

がない事項について主張する場合は、「～だそうだ」「～だろう」

といった言い回しで、不確定であることを明確化している。主張

の根拠となるソースが第三者による場合はそれの出典を明示し、

出典がない場合は、その主張は我々独自の研究成果によるもの、

または一般常識化しているものということになる。

　また本書の主題はあくまで朝鮮民主主義人民共和国であるた

め、地名や固有名詞は北朝鮮における表記に極力準じ、その多く

は韓国、または国際社会で一般的に使用されている表記とは異

なっている。ただし、北朝鮮に準じた表記によって読者に混乱を

生じさせる可能性がある場合は補足を加え、それが何を意味す

るのかを明確にしている。同様に、朝鮮人民軍において使われ

る略称は変更せずにそのまま使用している。朝鮮人民軍（Korean 

People's Army）は KPA、朝鮮人民軍陸軍（Korean People's Army's 

Ground Force）は KPAGF、特殊作戦軍（Special Operations Force）は

SOF、朝鮮人民軍航空及び反航空軍（Korean People's Army Air and 

Anti-Air Force）は KPAAF、朝鮮人民軍海軍（Korean People's Army 

Navy）は KPAN、戦略軍（Strategic Rocket Force）は SRFといった

具合だ。1　最後に、本書の研究と宣伝に大いに協力してくれた

親愛なる友人、Tarao氏に深く感謝したい。さらに、賞賛に値す

る多くの素晴らしい挿絵を描いてくれた才能溢れるイラストレー

ターたちにも感謝の意を述べるとともに、度重なる発刊延期にも

関わらず忍耐強く辛抱し、サポートしてくれたヘリオン社のダン

カン・ロジャース氏に御礼を申し上げる。2　本書に関する疑問、

問い合わせは遠慮なく次のメールアドレスに送信してほしい。

oryxbook@gmail.com

はじめに
Preface
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　104名の乗員を乗せ、ペンニョン島近海と北方限界線を定期哨戒

中の大韓民国海軍のポハン級コルベット『チョナン（天安）』を、

唐突に爆発が揺さぶった。数分後、圧倒的な破壊力になすすべもな

く『チョナン』は真っぷたつに分裂し、必死の救助作業の甲斐なく、

46名の乗員を船体に閉じ込めたまま沈没した。『チョナン』のアク

ティブ・ソナーは探知に失敗していたが、近隣海域には数日前か

ら北朝鮮の小型潜水艦が潜んでいたのだ。深度 30メートルで密か

に待ち伏せていたその潜水艦は、『チョナン』が通り過ぎるのを確

認した後、高圧ガスにより生じる暴力的な気泡と共に魚雷を発射。

目標の航跡波に向かって誘導された魚雷は、『チョナン』の最も脆

弱な部分、すなわち艦底直下で、250キログラムの炸薬を爆発させ

た。唐突な攻撃によって波立った海面は、推測午前 9時 30分に『チョ

ナン』が沈没した後、その静けさを取り戻した。悲劇の立役者で

ある潜水艦は北の暗海に静かに帰ってゆき、後には悲しみに暮れ、

怒りに燃え、混沌に陥った一国が残されたのであった。

　当初、『チョナン』の沈没原因は断定されておらず、多くの人

は誰にその責任を求めればいいのか困惑することとなった。大韓

民国 国防部）は結論を急ごうとする国民を制し、内部爆発や古

い機雷への触雷といった様々な可能性を吟味する必要にかられ

た。しかし、『チョナン』は敵意ない偶発的事故によって沈没し

た訳ではなかった。二国を戦争の危機に直面させ、韓国の内政事

情を 10年にわたって大きく変動させたこの事件は、実際には数

週間も前から計画され、着々と進行していたのだ。北朝鮮の関与

を示す具体的な証拠は皆無に等しいが、異常を示す最初の兆候と

して、クワイル郡に前線配備された朝鮮人民軍航空及び反航空軍

（以下、朝鮮人民軍空軍）所属の MiG-29戦闘機 5機と、ファンジュ

郡に新たに配備されたMiG-23戦闘機の存在が挙げられる。通常、

大規模訓練中か他国への挑発を行う際にしか見られないようなこ

の動きは、北朝鮮が非常に高い警戒態勢にあったことを表してい

る。当時、在韓アメリカ軍と大韓民国陸軍は合同演習「フォール

イーグル／キー・リゾルブ」の最終段階にあり、建国当初から一

連の米韓軍事演習を侵略の布石と批判してきた北朝鮮からする

と、戦闘機の前線配備はこれに対抗したものとも考えられる。合

同演習は 3月 18日に終了したものの、北朝鮮は２隻の潜水艦、

サンオ（鮫）型潜水艦１隻、ヨノ（鮭：ヨンオとも）型潜水艦１

隻、そして随伴する支援艦をピパゴッの海軍基地から 23日に派

遣。伝えられるところによると、より小型なヨノ型潜水艦は 25日、

ペンニョン島の西方に迂回し、そこで『チョナン』を待ち構えた。

標的を探知して撃沈した後、ヨノ型は航海を早々に切り上げ、28

日にピパゴッの母港に帰投した。3　

2010年 3月26日 金曜日  午前9時22分  朝鮮民主主義人民共和国標準時

序章
Introduction
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　その後数ヶ月間をかけて行われた韓国の調査結果は、北朝鮮に

よる魚雷攻撃が沈没原因である可能性が圧倒的に高いと結論付け

た。周辺海域より引き揚げられた破片には朝鮮語の表記部材があ

り、その破片を北朝鮮製 CHT-02D魚雷の図面と照らし合わせる

とほとんどが合致したのは有名な話だ。朝鮮中央通信（北朝鮮の

国家報道機関）はこの事実を作り上げられた陰謀と激しく非難し、

北朝鮮は『チョナン』沈没への関与を一切否定。韓国は様々な経

済的、外交的制裁を北朝鮮に課し、両国の関係は急速に悪化する

こととなった。もちろんこれは両国が武力衝突した初めてのこと

ではなかったが、太陽政策（1998年から 2008年まで続いた韓国

による北朝鮮への外交的緊張緩和政策）以降、比較的安定した協

力態勢にあった二国間の関係を、10年にわたる対立と敵意の応

酬に突き落とすとどめの一撃となった。『チョナン』沈没によっ

てもたらされた苦悩と怒りは今も沈静化することなく、2018年

には悪名高い朝鮮人民軍偵察総局の元局長である金英哲（キム・

ヨンチョル）が、平昌冬季オリンピックの閉会式に北朝鮮代表と

して出席したことが批判されたのが目新しい。金英哲は『チョナ

ン』撃沈の首謀者とされ、彼が未だ北朝鮮内部で高い地位を持っ

ていることは、この先の二国間の和解がいかに難しいものである

かを証明している。

　『チョナン』の沈没は、好戦的な潜水艦艦長による独断による

ものだったと考える識者もいる。しかしこの事件は、北朝鮮が建

国以来突き進めてきた強硬的な外交政策を裏付ける一出来事にす

ぎない。このような挑発行為は、朝鮮労働党内の出世を目的に、

または象徴的な理由や忠誠心の証明、時には単なる復讐行為とし

て行われる。予想される反撃に対抗するため、北朝鮮は武力挑発

と同時に戦闘機、防空／対艦ミサイルシステムを戦闘が見込まれ

るだいたいの地域に増備する。全面戦争を引き起こすには至らな

い程度の挑発行為を繰り返すことによって、北朝鮮は隣国に対し

て一定の影響力を保ち、その乏しい経済的、政治的影響力に縛ら

れることなく国際的な注目を我が物にしてきたのだ。全面戦争の

勃発において予想される甚大な人的被害、および経済損失は、ア

メリカと韓国から軍事報復という選択肢を奪い、不本意ながら経

済制裁のみに頼らざるを得ない状況を生んでいる。そのような現

況の中、朝鮮半島は北朝鮮による再度の武力挑発行為により再び

開戦の危機に瀕することとなる。

　韓国陸軍の砲撃演習に対する報復という名目のもと、朝鮮人民

軍は北方限界線を超えたヨンピョン島とその周辺海域に対して突

如砲撃を行った。使用されたのは 6基の 122㎜多連装ロケット砲

システム（MLRS）および数門の 76㎜沿岸砲とされており、砲撃

の結果としてヨンピョン島は大きな被害を被った。大韓民国海軍

『チョナン』の沈没と同年の 11月 23日に起きたこの事件は、ヨ

ンピョン島に展開する韓国軍部隊の不意を突き、7平方キロメー

トル程度の小さな島の大部分を焼失させた。砲撃の結果として２

名の兵士と２名の一般市民が命を落としている（応射砲撃による

北朝鮮側の被害は不明）。攻撃前の事前準備は念入りに行われ、

北朝鮮は砲撃の主力を担った多連装ロケット砲をヨンピョン島の

対角線上に配置し、砲撃に都合の良いカンリョン郡の半島に配備

させたほか、MLRS砲部隊を含む複数部隊との安定した通信を確

保する為の固定回線を設置。さらに 5機の MiG-23戦闘機を砲撃

の数時間前に発進させていることから、この攻撃が周到に計画さ

れた意図的なものだったことは確実だ。ヨンピョン島に対してさ

らに大規模な砲撃が可能な戦力をもちながら、実際に使われたの

は限定的なロケット弾のみだったという事実も、北朝鮮が挑発の

規模を綿密に吟味した結果であろう。4　最初の砲撃後、韓国側

はすぐさま自軍の砲を用いて反撃を実行したものの、のちにこの

応射は北朝鮮のジャミングで韓国陸軍の AN/TPQ-37対砲兵レー

ダーが無効化されたことにより、大した効果を発揮できなかった

ことが判明した。韓国軍の反撃に対して、北朝鮮側も二度目の、

より小規模な砲撃を行った。5　

　このような武力衝突は、軍事境界線沿いの非武装地帯で起きよ

うが、はたまたまったくくの国外で起きようと関係なしに、朝鮮

半島の二国が常に戦争の一歩手前にあるという厳しい現状に我々

を直面させてくれる。世界中のどこよりも国境を挟んだ 2国間の

経済差の著しい韓国と北朝鮮なだけに、この脅威の現実性に今一

つ実感を持てない人も多いかもしれない。確かに過去何十年にも

わたって北朝鮮は、自国の未熟さに苦しみ、南の隣人と比べ様々

な領域で劣ってきた。しかし、他国から兵器や技術を輸入する能

力の高さ（特に国際連合から経済制裁を受ける 2006年以前）は

過小評価されがちで、北朝鮮国内においての兵器開発および工業

の生産性も決して侮れない。これらの買収は、昔から交流の続く

友好国、または兵器のブラックマーケトを頼りに行なわれる。驚

くほど洗練されたその手法からは、北朝鮮を西側陣営との緩衝地

帯として重要視する、より強大な、おそらくは中国やロシアといっ

た国家の影響を背後に感じ取ることができる。6　こうして、北

朝鮮は S-300長距離地対空ミサイルシステムや Kh-35空対艦ミサ

イル、高性能な 300㎜多連装ロケット砲といった兵器およびシス

テムを丸ごとコピー、またはリバースエンジニアリングすること

ができた。実際、北朝鮮はこれらを短期間のうちに研究、開発、

そして生産することに成功しており、裏に補助する存在がいるこ

とは間違いないだろう。いずれにせよ、これは朝鮮人民軍の戦力

を大幅に引き上げるだけでなく、制裁により自由度が狭まりつつ

ある世界の軍需産業において、北朝鮮の軍事輸出の競争力を維持

するのにも役立っている。過去半世紀にわたり輸出された北朝鮮

製の武器兵器は世界中いたるところで見られる。ワルシャワ条約

機構の下、ソビエト同盟国に供給された多くの兵器を生産してい

る（または過去に生産していた）北朝鮮は、その容易なメンテナ

ンス性と手軽なコストから多くの顧客から人気を得ている。今や

違法となったこれらの武器輸出は秘密裏に行なわれるため、対北

朝鮮政策を講じる国際連合にとって、その全貌を把握することは

もっとも困難かつ重要な課題だ。国連は毎年のように武器輸出の

調査を大々的に行い、そのたびに制裁の拡大を北朝鮮に突きつけ

ている。また、他の国連加盟国に対しても、北朝鮮への禁輸措置

を遵守するよう容赦なく圧力がかけられている。そうでもなけれ

ば、北朝鮮は今頃世界を代表する武器輸出大国となっており、困

窮を極めてきた国庫を潤沢にさせ、長年の孤立によって失われた

影響力の一部を取りもどすことができていたであろう。もちろん

現実はそう甘くなく、北朝鮮が経済力が著しく成長させて、世界

に対して広範な政治的影響力を誇示できたのは大昔の話だ。敵対

する国は技術的にも経済的にも圧倒的優勢にあり、旧来からの友

好国も北朝鮮との同盟維持に躊躇を示しはじめており、北朝鮮は

不透明な未来に直面している。金正恩の提唱する緩和政策に倣い、

自国の経済に回復の余地を与えるのか、それともすべてにおいて

軍事を優先する「先軍思想の道」を突き進むのか？
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1
第一章

朝鮮人民軍陸軍
Korean People’s Army Ground Force

無力化し韓国を占領しようとする軍事ドクトリンに従う形で展開

されるだろう。

　もちろん、北朝鮮内で「祖国解放戦争」と呼ばれる 1950年代

当時と今の状況は大いに違うため、時代に応じた作戦計画を練る

必要があるのは間違いない。第二次世界大戦後の朝鮮半島分断を

きっかけに、金日成（キム・イルソン）率いる北の共産主義政

権と南の李承晩（イ・スンマン）政権との間の緊迫した情勢は、

1950年 6月 25日の南への侵攻および総力戦という形で成就す

る。北朝鮮が北緯 38度線を超えて南に侵攻したという見解で国

際社会は一致しているが、当然、北朝鮮は韓国側が最初に攻撃し

てきたと主張している。2　金日成は量的にも質的にも大韓民国

陸軍より優れた軍隊を用いてわずか 2日でソウルを占領、1週間

以内に敵軍の大部分を撃破した。完全な不意打ちに対応が遅れた

アメリカ合衆国は、ソビエト社会主義共和国連邦（以後、ソ連）

から受け取った贅潤な装備によって増強された北朝鮮軍に対して

効果的な対策を講じることができなかった。その年の 8月までに

　大国は通常、自国防衛、そして海外における自国の権益を守る

ために強大な軍隊を保有する。原則として、人口が多ければ多い

ほど、経済力が高ければ高いほど、それに呼応した大規模な軍隊

を保持することができる。この原則から大きく逸脱しているのが

朝鮮人民軍だ。たった 2500万人程度の人口で、推定するのは困

難だが、嘲笑の域を出ないほど低い国内総生産をもつ北朝鮮だが、

現役兵員数という観点からみた軍隊は世界のトップクラスに匹敵

する規模である。身の丈に合わないサイズの軍隊を保有する北朝

鮮は、同様に膨大な量の装備を調達する必要にかられている。そ

の供給方法は多岐にわたっており、国際的なイメージを損なう手

法をもって補われることも珍しくない。維持供給し続けるのは現

実的でないにしろ、数十年も続く経済停滞から抜け出せない北朝

鮮の軍事力を過小評価してはならない唯一の理由が、この軍隊規

模だ。規模に限らず、朝鮮人民軍陸軍は創設以来最大の技術革新

の真っ只中にあり、限定的とはいえその力量は決して侮るべきで

はない。

　しかしそれら近年の進化に言及する前に、朝鮮人民軍陸軍独特

の特性を理解しやすくするためにも、その起源を一度説明してお

こう。実は朝鮮人民軍にはふたつの創設記念日がある。ひとつ目

は 1932年 4月 25日、侵攻する旧日本軍に対抗して結成された朝

鮮人民革命軍の記念日。1　ふたつ目は 1948年 2月 8日、現行の

朝鮮人民軍創立を祝う記念日だ。各軍の旗章などによく用いられ

るのは前者だが、1948年の朝鮮人民軍創設記念日も 2018年から

再認識されるようになり、再び祝われるようになった。基盤にあ

るこの二重性は、ゲリラ戦をもって韓国国内に形成される「第二

戦線」と通常戦力による大規模作戦の展開という、朝鮮人民軍の

現行戦略にも反映されている。大規模作戦はおそらく朝鮮戦争の

緒戦を彷彿とさせるものとなり、圧倒的な侵攻速度をもって敵を

朝鮮人民軍陸軍の軍旗。裏面も同様だが、紋章が朝鮮労働党のものとなる。
※旗の上端のハングルの和訳：祖国の統一独立と。
※旗の下端のハングルの和訳：人民の自由と幸福のために
（Denelson83 via Wiki Commons）
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の侵略軍」が占めるのは 40万 5498人。これはアメリカ国防省の

掲示する実際の死傷者数と比べ 3倍近い数値だ。3 

　戦争中に完膚なきまで叩きのめされた北朝鮮であったが、休戦

後の 1948年に新たに創設された朝鮮人民軍はこれまで以上に組

織化が進み、充実した装備を有する軍隊となった。当初は数十万

人規模の中国軍の支援を受けていた朝鮮人民軍であったが、1950

年代の終わりには 35万人の兵力をもって自立するまでに成長。

同時に、ソ連から供給を受けていた先進的な兵器の多くを継承し

た。一方、韓国陸軍は装備不足と経済難に苦しみながらも、北朝

鮮をはるかに上回る 65万人規模の常備軍を維持していた。4 1960

年頃まで装備格差はわずかに北朝鮮側が優位のままであったが、

兵力差は依然として韓国陸軍に利があった。そんな状況が一変し

たのは 1960年代後半から 1970年代のことだ。この時期、朝鮮人

民軍は新たな軍事ドクトリンのもと、その規模と装備を大幅に拡

大していくこととなる。新たに確立された主体（チュチェ）思想

に従い軍備に充てられる予算は劇的に増加し、陸軍に必要な装備

品のほとんどを国内生産で賄えるよう国内の工業力の増進が図ら

れた。金日成は 1966年 10月 5日の第二回朝鮮労働党会議におい

残っていた南側の兵力は、プサ

ン南東に位置するわずかな防衛

部隊だけとなっていたが、過剰

に伸びた補給線と航空兵力によ

る執拗な爆撃に苦しむ北朝鮮は

1ヶ月以上の膠着戦を経てもそ

の一帯の攻略に成功できなかっ

た。その後、ソウル近郊のイン

チョンに国連軍が上陸したのを

皮切りに朝鮮半島内の情勢は反

転し、10月 19日にはピョンヤ

ンを含む北朝鮮の領土の大半が

逆に占領されることとなる。こ

の急展開に焦った中華人民共和

国（以後、中国）は毛沢東（も

う・たくとう）の強い後押しの

もと、新たに創設されたばかり

の中国人民解放軍義勇軍の投入

を決定。金日成率いる朝鮮人民

軍を蚊帳の外扱いで大規模作戦

を繰り広げ、国連軍を 38度線

以南まで押し戻す形となった。

それまで直接介入に尻込みして

いたソ連であったが、この頃か

ら北側占領地上空に戦闘機を出

撃させるようになり、世界初の

ジェット機同士の空中戦で朝鮮

戦争はさらに激化の一途をたど

ることとなる。地上での戦闘は

膠着状態に陥り、38度線をめぐ

り国連軍と中国人民志願軍との

間で激しい戦闘が繰り広げられ

た。ダグラス・マッカーサー将

軍が核兵器使用を検討するきっ

かけともなった 1951年 1月の北側によるソウル再奪還の後、ソ

ウルを占領する陣営は 2ヶ月の間で 4度も入れ替わり、首都は完

全に廃墟と化した。しかし 6月を過ぎると前線はその後 2年間に

わたって比較的安定した状態となる。同時に停戦協定を結ぼうと

する動きもみられるようになったが、依然として北に対する空爆

に代表される戦闘行為は続いた。7月に入ると双方が終戦の目処

がつかないことに気づき、27日にようやく朝鮮戦争休戦協定が

締結。最終的な終戦協定が結ばれるまで、戦闘行為の停止と軍事

境界線の制定が決定された。それから現在にいたっても終戦協定

が結ばれることはなく、1957年に制定された軍事境界線は今な

お朝鮮半島を分断し続けている。実質的に、北朝鮮と韓国は未だ

戦争中のままなのだ。朝鮮半島の大部分を破壊し尽くしたこの戦

争は、結果的に双方どちらの領土にも大きな変更を加えることな

く休戦となったが、北朝鮮は依然として 7月 27日を「戦勝記念日」

として祝っている。北朝鮮が自国を戦勝国と捉えるのには理由が

ある。北朝鮮国内で報じられている朝鮮戦争における人的および

物的損害は、プロパガンダの影響を受けた事実からかけ離れたも

ので、国連軍死傷者の 1567万 7128人のうち「資本主義アメリカ

北緯38度線越えからわずか2日後の1950年6月27日、ソウルに入城した T-34戦車と Su-76自走砲からなる北朝鮮機甲部隊。
（KCBC）

装備の充実を掲げて軍事費を劇的に膨張させた朝鮮人民軍陸軍は、この演習写真の 59式のような戦車をソ連と中国から数千
両調達した。（KCBC）
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よって事件は一応の解決を見たのであった。この事件は、国境で

限界までに高まった現地部隊間の突発的な行動によって引き起こ

された可能性が高いが、アメリカが事前に仕組んだ挑発行為であ

ると頑なに信じていた金日成の様子からも、当時の情勢の不安定

さが窺える。10　興味深いことに、アメリカの諜報機関は 1970年

代半ばまで北朝鮮の軍備増大および近代化を相当過小評価してい

たようだ。装備の備蓄状況、各種装甲車輌の保有数、配備中の兵

員数などの推測値は実際の半分近くもの低い値で見積もられてお

り、もしこの時期に北朝鮮が総攻撃をしかけていたならば、南側

が不意をつかれる形となった可能性は高いだろう。11

　また 1970年代は、仲違いをしていた中国とソ連に対してどっ

ちつかずな態度を取っていた金日成を主な原因として、北朝鮮と

ソ連の関係が徐々に悪化した期間でもあった。12　関係悪化のも

うひとつの要因は、北朝鮮がソ連との貿易協定の取り決めを守ら

なかったからだ。支払いを渋る北朝鮮に嫌気が差したソ連は、経

済援助の提供に消極的にならざるを得なかった。13　年々高まる

軍備費の負担と予測を下回る経済成長は、同様の問題を他の同盟

国との間でも発生させた。したがってソ連に代表される諸外国か

ら新たな兵器を導入することは難しくなったが、すでにこの時点

で北朝鮮は自軍のあらゆる分野の装備を国内生産でまかなえるよ

うになっていたため、これはさほど大きな問題にはならなかった。

同盟国との関係を悪化させうる諸刃の剣ともいえるこの政策は、

半世紀前に取り入れられたものであるにも関わらず、今日の北朝

鮮の経済、軍事状況に依然として大きな影響を与え続けている。

さて、北朝鮮とソ連が不仲になった原因を探るうえで忘れてはな

らない歴史的な要因がある。北朝鮮は 1958年から研究目的の原

子炉建設に必要な技術支援をソ連に求めてきた。ソ連は当初、こ

れを受け入れる動きもあったが 1970年代の関係悪化により拒絶、

二国間の溝をさらに深めることとなったのである。14　1975年か

ら 1985年の間、ソ連からの物資支援はほぼ滞っていたが、北朝

鮮は朝鮮人民軍陸軍の規模を順調に増大させ続けた。1970年代

から徐々に回復しつつあった北中関係にも助けられ、冷戦期の終

わりには我々のよく知る現在の肥大しきった巨大な軍組織へと変

貌していったのだ。その時点で陸軍の常備兵員数は朝鮮戦争の休

戦時と比べ 50万人も増えた 85万人になっており、予備軍の兵力

は約 500万人を数えている。15

　ソ連空軍の迎撃機が大韓航空「007便」を撃墜した 1983年の

事件は、ゆるやかに芽生えつつあったソ連と韓国の友好関係に一

時的なストップをかけた。さらに同時期、1984年と 1986年に金

日成がソ連を訪問したことと相まって、朝ソ関係は徐々に和解へ

と向かうこととなる。これによりソ連は少なくとも一基の研究原

子炉建設を支援することに同意し、さらに 1980年代半ばから後

半にかけてはソ連製の最新兵器システムが北朝鮮に導入されるこ

とになった。16　1987年には北朝鮮経済が本格的に衰退し始めた

のに加え、ソ連が再び韓国との関係を強化しようと試みていたた

め、両国の蜜月時代は短命に終わっているが、何としても手に入

れたかった新鋭兵器をソ連から入手できたという点において、北

朝鮮にとっては非常に有意義な期間でもあった。ソ連の崩壊に

よってもたらされた経済困難により、北朝鮮はこれらのソ連製兵

器を有効的に運用できなかったが、その多くがリバースエンジニ

アリングを経て自国の軍需産業に取り入れられたのは言うまでも

ない。北朝鮮の核開発が新たな戦争の幕開けを匂わせるなか、朝

て主体思想の具現化を打ち出し、防衛産業の発展に重点をおくよ

う求めた。5　軍備予算は前年の 31.2%から増え、総予算の半分弱

を占めるようになった。6　正式に制定されるのは数十年先の話

だが、この時期の防衛産業の近代化政策は事実上、今日の先軍政

治の最初の実例とも言える。1966年の党会議の直後、1968年の

青瓦台（チョンワデ）襲撃未遂事件、プエブロ号事件、1969年

の EC-121撃墜事件に代表される南北間の衝突が急増したのは単

なる偶然ではないのだ。これら以外にも、1966年以降、軍事境

界線での散発的な交戦によって数百人の死者が出ている。この時

期の両国間の戦闘は苛烈を極め、休戦協定の締結から現在に至る

までの間、もっとも激しく小競り合いが繰り広げられた期間と

なった。軍事境界線付近の戦闘とは別に、当時相次いでいた北朝

鮮特殊作戦部隊による韓国への対南工作作戦も主体思想の一片

といえる。50名の乗員乗客が人質となった大韓航空 YS-11ハイ

ジャック事件も同様だ。これらの挑発、敵対行為は主に北朝鮮側

が韓国の政権転覆を狙って引き起こしたものであり、韓国側はそ

の都度同様に武力を用いて報復している。多大な犠牲を払った北

朝鮮による一連の工作活動であったが、政権転覆が実質不可能だ

と悟った 1969年末、朝鮮半島は再び小康状態に戻った。7　しか

し依然として両国の緊張状態が続いていたことは、大統領官邸へ

の北朝鮮の襲撃を予想していた韓国軍が、誤ってアメリカ軍ヘリ

コプターを撃墜した 1974年の事件によって証明されている。8

　1970年代初頭から中頃になると、完全な自給自足を目指す北朝

鮮は軍備の国産化をさらに押し進めるようになっていく。だが未

だ多くの部品供給を海外輸入に頼らざるを得ないのが現状で、軍

備を最優先とする政策は、つまずく北朝鮮経済に明らかな傷跡を

残しつつあった。先軍政治の有効性が問われるようになったのも

この頃からである。それでもなお、朝鮮人民軍は再び総力戦に応

じることができる規模にまで拡大し、朝鮮戦争中に得られた経験

を元とした戦略を根幹にもつ侵略軍へと成長した。韓国の現行政

府を転覆させる目論見がはずれた金日成は、1975年に北ベトナム

が南ベトナムの占領に成功した事実に感化され、韓国と再び総力

戦を行なうにあたっての支援を中国に求めたと言われている。9　

中ソ対立、文化大革命、ベトナム戦争における意見の不一致によ

る中朝関係の悪化、さらに衰弱の一途をたどっていた当時の毛沢

東の健康状態を鑑みると、中国政府がこの支援要求を拒否したこ

とに驚きはない。それでもなお、総力戦を辞さないという武闘派

路線は1970年代を通して北朝鮮の政策の主軸であり続けた。実際、

1974年 11月には軍事境界線をバイパスするかのように掘られた

4坑の南侵トンネルが見つかっている。同様のトンネルは 1975年、

1978年、そして 1990年にも新たに発見された。境界線を越えた

侵攻作戦を示唆するこれらのトンネルは全長 1キロメートルを超

えていることが多く、中には地下 100メートル以上の深さに掘ら

れているものも存在する。韓国軍によって強固に要塞化された国

境地帯、および広大な地雷原を素通りして無力化できるこのトン

ネルは、総力戦の初期段階において非常に有用な効果を発揮した

はずだと考えられている。1970年代の両国間の高い敵意と緊張状

態を象徴するもうひとつの事件として、ポプラ事件が挙げられる。

軍事境界線の非武装地帯に生えるポプラの木の伐採を巡って勃発

したこの事件は、アメリカ陸軍将校 2名が死亡するという致命的

な結果をもたらした。その後、軍事境界線では激しい睨み合いが

続くなか、アメリカ側がポプラ並木を切り倒すという示威行為に
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ている金正恩は、良くも悪くも軍を細かく管理しようとすること

に熱心だ。軍隊の基本指針であるドクトリンの改変や朝鮮人民軍

全体の運用能力を管轄しつつ、航空機の塗装が適切にメンテナン

スされているか、河川の横断を補助する架橋戦車の新たな開発が

必要であるかなど、事細かい確認までもが彼の責任の下にある。

さらに金正恩には一国の長として、北朝鮮のあらゆる面を左右す

る国家組織の数々を監督する必要もある。これらの組織の中で最

も重要なのが、北朝鮮の主要な政治機関であり、国の重要政策を

決定する国務委員会だ。国務委員会は 2016年、国防以外の問題

にも焦点を広げるために国防委員会に取って代わって設立された

組織であり、委員長は最高人民会議（日本でいうところの国会）

で選出される。18　これはもちろん形だけの投票で、歴代の国務

委員長は常に金一族が務めてきた。国務委員会は朝鮮人民軍を統

括する総務部と、軍事外交、建設、兵站、そして武器弾薬、装備

調達を担当する国防省（旧：人民武力省）で構成される。19　国

防省で作成された軍需品の調達、生産計画は朝鮮労働党の下部組

織である中央軍事委員会に渡され、承認される必要がある。間に

ある指令系統が組織間の連絡役を果たし、さらに無数の管理部が

複雑に絡み合って形成されているのだが、この詳しい解説は本書

の主題から外れるので省略する。20

　国家組織と朝鮮人民軍を「健全」に保つため、いくつかの内部

諜報機関が存在している。これら諜報機関の主な任務は、朝鮮人

民軍要員の思想をチェックし、クーデターや亡命を防ぎ、組織内

の腐敗を洗い出すことである。数多く存在する諜報機関の中でも

最も知名度が高いのは朝鮮人民軍総政治局だろう。これは朝鮮人

民軍内の政治思想維持を主目的に、各方面に政治将校を派遣して

監査する組織である。軍保衛司令部（または軍保衛局とも呼ばれ

る）も数ある諜報機関のうちのひとつだ。体系的には朝鮮人民軍

総政治局隷下にある軍保衛司令部だが、実態は金正恩に直接報告

する国家保衛省の傘下にあり、人民軍士官たちのキャリアを決定

づける個人記録書類を作成、管理している。また、朝鮮人民軍に

おける腐敗やクーデターの事前察知なども、その重要な職務だ。21　

おそらく北朝鮮の諜報機関の中でもっとも重要なのは、朝鮮労働

党に従属する組織指導部である。この組織は一般的にエリートと

形容される政府高官や将軍のほか、先述の朝鮮人民軍総政治局と

いった他の諜報機関の監視も行なう。朝鮮労働党組織指導部は金

日成がまだ存命していた頃、自らの権力拡大を狙った金正日に

鮮人民軍陸軍はゆるやかなペースで規模を増大、装備の近代化を

進めている。一気に近代化が進んだ 1970年代、1980年代と比べ

ると見劣りはするものの、軍用車輌の国内生産もされ続けてい

る。「苦労の 3月」と名付けられた数十万人もの死者をだした大

飢饉の他にも、1990年代は北朝鮮にとって苦難の連続であった。

そうしたなかでも、金正日（キム・ジョンイル）は韓国に対して

表面的な優位性を維持するために、実質的には 1960年代から取

り組まれてきた軍最優先の政策を「先軍政治」として正式に制定

した。衰退期とも形容できる 1990年代から 2000年代初頭にかけ

て、北朝鮮は通常兵器の生産と軍隊の供給維持を犠牲に、弾道ミ

サイルを含む新たな先進兵器の開発に注力するようになった。陸

軍の近代化およびコストのかかる大規模演習が再び本格的に行な

われるようになったのは、2000年代後半に経済がわずかに回復

し、2011年の金正日の死によりリーダーの座についた金正恩政

権が誕生してからである。過去数十年の間に開発されていた新兵

器の量産が軌道に乗り始め、金正恩の核開発と経済力のふたつを

重要視するピョンジン（並進）政策により、研究費の多くは引き

続き弾道ミサイルと核兵器の開発に充てられた。先代の指導者た

ちが遺した時代遅れの巨大な軍隊を、厳しい経済制裁と核戦争の

危機に直面しながら、どう維持し成長させていくのか。北朝鮮の

新たなリーダーの手腕が問われる。

組織形態

　最高指導者である金正恩は、これら北朝鮮が抱える問題を現実

逃避することなく素直に認知しているから驚きだ。現実からかけ

離れたプロパガンダが得意な朝鮮人民軍だが、金正恩が「数でも

技術面でも優れている敵の優位性を覆すことができる新兵器の開

発を求める」と度々発言しているように、実際には自らの欠点を

理解し、補おうと絶え間ない努力をし続けている。17 　朝鮮人民

軍最高司令官、国務委員長、朝鮮労働党委員長、そして中央軍事

委員会委員長として、金正恩は北朝鮮の政治と軍事組織を完全に

掌握し、管理している。彼は軍のあらゆる組織を思いのままに操

る力をもっており、朝鮮人民軍が 21世紀においても有効な軍隊

であり続けられるかは金正恩にかかっている。この重大な役割を

果たすために、父の金正日と比べてより頻繁に部隊視察を行なっ

兵士を満載した ZiL-130。地平線の果てまで伸びる車列が誇示する朝鮮人民軍陸軍の膨大な兵力。（KCBC）

14



の総数は後者の 120万人程度である可能性が高い。26　この 120

万人のうち、大部分は陸軍の地上部隊が占めており、その一部は

農業や工場業務、建設など、軍事以外の勤めに動員される。これ

により北朝鮮は格安の労働力を確保しているのだが、もちろん人

員を労働力にさけばさくほど、朝鮮人民軍の戦闘能力は低下する。

戦時下となれば 120万人の常備兵に推定 762万人もの予備軍が加

わり、必要であれば常備軍にも予備役にも属していない人々をさ

らに徴兵することもできる。27　現に北朝鮮が主張するに、2017

年に急進した核開発によって新たな全面戦争が現実味をお帯び始

めた際には党員、学生、若年労働層、退役兵士からなる 347万 5

千人が軍に志願したいと申し出たようだ。28　347万 5千人とい

う数字の現実性はさておき、戦時において北朝鮮が臨時に軍の動

員数を増やす可能性は充分にあるだろう。その反面、北朝鮮は常

備軍の定員数を維持するのに悪戦苦闘しているのも事実だ。1990

年代後半の大飢饉、通称「苦労の 3月」はまるまる一世代を失う

ほどの死者をもたらし、その猛威は北朝鮮の平均身長にも影響を

およぼすほどであった。その後、北朝鮮の食糧事情は快方に向かっ

ているものの、「苦労の 3月」が残した爪痕は今後数十年間にわ

たり影響を与えると予想され、また新たな飢饉が発生する可能性

も否定できない。朝鮮人民軍の入隊要項として設けられていた身

長、体重規定は年々引き下げられ、少しでも新兵の数を増やすた

めに今では事実上放棄されている。29　また兵役の期間も継続的

に延長されており、1950年代では 3年から 4年だったが、1993

年には 10年にまで伸びた。今日では 17歳から 30歳までのほと

んどの男性が入隊し、これには過去に何らかの事情で徴兵を免れ

てきた人も含まれている。30　兵役期間はそれぞれの学歴によっ

て大きく異なり、大学生であれば 3年から 5年ほど、高等教育を

受けていなければそれに応じて長い兵役に従事する必要がある。31　

一方、政府高官の関係者など一部の人々は兵役から逃れることが

できる。また男性と比較して短期間の場合がほとんどであるもの

の、徴兵される女性の数も増えており、男性数の減少を部分的に

補っているようだ。32　徴兵が開始されるのは 17歳からだが、基

本的な軍事訓練は 14歳の時点で赤軍青年隊で始まる。国民の兵

役義務が終わるのは、携わった兵種にもよるが一般的には 50代

から 60代の頃となる。だが、徴兵に応え、兵役を終えた後であっ

ても、予備役に加わる必要があるので軍務が完全に終わったとは

言えない。

よって勢力を増し、現在では北朝鮮の諜報機関の中で最高位をも

つ監督組織だ。22　何重にも存在する諜報機関の存在は、誰もが

お互いを監視し合う警察国家である北朝鮮の実態をよく表してい

る。複数の諜報機関が同じ人物を監視している可能性があるなど、

監督組織が乱立するのは冗長で効率が悪く逆効果のように思える

かもしれない。だが同時にそれは、あるひとつの組織に権力が集

中するのを防いでいるのである。

　国家保衛省のほか、警察、そして空襲警報などの民間防衛シス

テムを統括する人民保衛省も北朝鮮の治安機関のひとつに数えら

れる。国家保衛省は人民保衛省と連携して、一般市民の規律を管

理し、国家にあだなす危険分子を排除する責任を負っている。政

治的犯罪を行なった市民や反政府的思想を持つ人物は国家保衛省

の管轄であり、重要度が低く政治的ではない違反行為は人民保衛

省の範疇にある。北朝鮮の一般市民は、国家保衛省／人民保衛

省の密接な連携により、徹底的な管理支配下におかれているの

だ。23　政府高官や外交員、大使館職員の亡命阻止も両組織に付

随する任務である。国境警備司令部（国境警備局とも）と沿岸保

衛局の協力のもと、北朝鮮内部への不法入国はもちろん、何より

も不法に出国しようとする脱北者の発生を徹底的に阻止するのが

責務だ。金正恩が政権を握って以来、これらの監視組織への費用

および設備投資が年々増大し続けた結果、亡命成功者の数は近年

急激に減少している。24　また国民を監視する傍ら、両組織は重

要施設の警備を含む軍事的、補助的な職務もこなしている。国家

保衛省には国外の情報を収集する能力も備わっており、これは通

常、悪名高い朝鮮人民軍総参謀部偵察局と共同で行なわれる。ま

た、護衛司令部（最重要人警護を専門とする国務委員会隷下の機

関）と協力して金正恩とその家族の安全確保も任せられている。
25　一兵卒から最高幹部にわたる全員に平等に向けられる監視の

目は、朝鮮人民軍内部、そして北朝鮮全体において、いかに諜報

活動が中心的な役割を果たしているかを具現化しているのだ。

　朝鮮人民軍の規模を考えると、軍を構成する人員の全てを監視

することの困難さは容易に想像できる。2500万の人口を有する

北朝鮮だが、そのおよそ 3分の 1が何らかの形で朝鮮人民軍に従

事している。国内総生産が世界随一に低い北朝鮮の実情を考慮す

ると、これは信じがたい比率だ。その規模と秘匿性からして驚く

べきことではないが、朝鮮人民軍の現役兵力の正確な人員数は

はっきりと分かっていない。参考にする情報源によって 70万か

ら 120万人と大きくばらつきがあるが、 特殊作戦軍、空軍、海軍

などを全て含んだ数値を過去のデータをふまえて算出すると、そ

ZPU-4 14.5㎜対空機関砲を操作する北朝鮮女性兵士。（KCBC）

RPG-2携帯式対戦車擲弾発射器に PG-2擲弾を装塡する予備兵。写真のような中
高年の兵士は韓国侵攻の初期段階に関わることはまずなく、南からの攻撃に備
える予備軍や準軍事組織が主な配属先。（KCBC）
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で装備されているほか、南進の際に遭遇するであろう障害物に迅

速に対応するため、多くの戦闘工兵車、山岳歩兵部隊、軽歩兵部

隊の運用が可能だ。もし開戦となれば、さらに約 60万人の予備

兵によって補強される算段で、合計 50万人をはるかに超える兵

力で韓国へ侵攻することができる。前線部隊の背後には第 105戦

車師団、機械化軍団、機械化歩兵旅団がおり、主力攻勢部隊によ

る防衛線突破をより現実味の高いものにしている。これらの軍団

や師団は朝鮮人民軍陸軍でもっとも機動力が高いのだが、その大

部分を占めるのは歩兵戦闘車や装甲兵員輸送車ではなく、自走砲

や汎用トラックといった車輌だ。この前線支援部隊には、ふたつ

の砲兵旅団を統合して編成された砲兵軍団も含まれている。最前

線、前線部隊を支援する第二線は、第三線部隊の一部と合わせて、

朝鮮人民軍の 70%もの戦力がピョンヤンーウォンサン線以南に配

備されている。39 　最前線と第二線の補強にたびたび用いられる

第三線に属すのは、第 3、第 7歩兵軍団と第 91首都防衛軍団だ。

第 91首都防衛軍団の実態は一般的な歩兵軍団に類似しており、

第 3歩兵軍団に囲まれるように配備されピョンヤン防衛という重

役を任せられている。中国との国境付近の最北部に位置する第四

線は、第 8、第 9、第 10、そして第 12歩兵軍団で構成されており、

これらの軍団は比較的小規模で、装備も貧弱であると推定される。

後方のこれらの軍団は、必要に応じて前線へとまわされる補給戦

力としての側面も持つ。40　前線に戦力を集中させる朝鮮人民軍

の特徴ともいえるこの陣形は、敵に反応する猶予を与えない電撃

的な侵攻作戦に適している。全面戦争を行なうための準備は継続

して必要だが、より小規模な局地戦を遂行するための兵力、装備、

そして物資を北朝鮮はすでに保有しており、韓国が援軍を得る前

に奇襲攻撃をしかけることが可能だ。だが長期戦となると話は別

で、現状を鑑みるに実質不可能といえるだろう。

　侵攻作戦のおそらく中核を成すのは、従来入手可能な先進兵器

を優先的に配備されてきた朝鮮人民軍のエリート戦車師団、ソウ

ル柳京洙第 105近衛戦車師団だ。朝鮮半島の南を埋め尽くすほど

に贅潤に配備されている韓国とアメリカの装甲兵力に対抗し得る

唯一の師団で、南に侵攻するうえで欠かせない重要な存在である。

師団名の「ソウル」は、朝鮮戦争においてソウルに攻め入った最

初の部隊であったこと、「柳京洙（リョ・ギョンス）」は当時の指

揮官の名前に由来する。41　このような褒称が与えられるのは朝

　徴集された兵や予備兵たちは、継続的に改革を経験し変化し続

ける朝鮮人民軍の一員だ。朝鮮人民軍を統制しているのは、総参

謀部と国防省のふたつの組織である。総参謀部の指令下にあるの

は、10個の歩兵軍団（第 1, 第 2, 第 3, 第 4, 第 5, 第 7, 第 8, 第 9, 

第 10, そして 第 12）、2個機械化軍団、第 91首都防衛軍団（旧：

平壌防禦司令部）、1個戦車師団、1個砲兵師団、4個機械化歩兵

師団、7個の軽歩兵教導指導局隷下の軽歩兵師団、特殊作戦軍、

空軍、海軍、そして戦略軍だ。33 34　このうち特殊作戦軍、空軍、

海軍、そして戦略軍についてはそれぞれの章で詳しく解説する。

国防省の指令下にあるのは、工兵軍団と道路建設軍団（旧：第 7

および第 8総局）だ。このふたつの軍団はもともと人民保衛省の

指揮下にあったが、再編成のち国防省へと管轄権が移された。35　

他の国とは対照的に、過去数十年間にわたって徐々に実権を失っ

てきた結果、北朝鮮の国防省は朝鮮人民軍戦闘部隊の指揮権を有

していない。旅団規模以上の編成を取りまとめると、朝鮮人民軍

には 17個の軍団があり、合計 170個以上の師団および旅団が存

在している。89個ある師団（旅団のみで構成されるものもある）

の内訳は、歩兵師団× 74個（予備役訓練部隊含む）、戦車師団×

1個、戦車旅団× 10個、機械化旅団× 20個、砲兵旅団× 30個、

特殊戦闘旅団× 25個、戦略ミサイル旅団× 13個、そして別体の

治安組織に属する部隊を含む雑多な旅団× 10個である。36　継

続的な組織改編の結果、もう存在しない編成、あるいは名称変更

のあった編成が誤って報道されることもあり、改編のペースを考

えると本書で紹介する編成も将来的に変わってしまう可能性が高

いだろう。注目すべきは、北朝鮮が朝鮮人民軍の軍団と師団の構

成を絶えず変え続けているということだ。軍団の数がもっとも多

かったのは 1980年代から 1990年代にかけてのことで、これは以

前は別の指揮下にあった師団や旅団が 4個の機械化軍団、2個の砲

兵軍団、そして 1個の戦車軍団へと統合されたことに起因する。37　

しかし 2000年代に入るとこの傾向は逆転し、軍団内に取り込ま

れた一部の編成は軍事境界線付近の最前線部隊などへ分散される

ようになった。38　4個あった機械化軍団のうちふたつが機械化

歩兵師団に、戦車軍団は戦車師団に、砲兵軍団は砲兵師団へと再

編成された。師団へと編成は変わったものの、実質的には軍団規

模の戦力を有しており、なかでも軍事境界線付近に展開されてい

る師団は他よりはるかに大規模だ。

　朝鮮人民軍陸軍の主幹をなすのが歩兵軍団で、第 1、第 2、第

4、第 5歩兵軍団が軍事境界線の最前線に配備されている。これ

らの軍団の規模は他よりも大きく、より近代的な武器や装甲車輌

大抵の国では戦争の準備段階で予想戦闘地域に対する大規模な兵力移動が行な
われるのが普通だが、朝鮮人民軍陸軍では現役地上部隊の約 70％が DMZ付近
に配備済みだと考えられている。これらの部隊はいずれも写真に数十輌写って
いる 22連装 240㎜ MLRSなどを大量に装備している。（KCBC）

ソウル柳京洙第 105近衛戦車師団の視察時、同師団の 1950年世代の車輌、
PT-76水陸両用軽戦車に乗る金正恩。第 105師団は装備の充実した部隊とはい
え、その戦力は朝鮮人民軍陸軍に近年装備された最新戦闘車輌よりも旧式車輌
の数に負うところが大きい。（KCBC）
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込まれる。43　戦時中、予備軍の全てを補給し続けることは困難

なため、これらのうちの大部分はあくまで北朝鮮領土内の防御を

主目的に運用されるだろう。膨大な数の兵力に比例して、朝鮮人

民軍には大量の装備と戦闘車輌を保有している。約 4万点ある重

火器類と装甲車輌のうち、4300輌ほどが主力戦車および軽戦車、

2500輌ほどが装甲兵員輸送車および歩兵戦闘車、8600門ほどが

自走・牽引タイプの火砲（歩兵連隊による運用を想定した 76㎜口

径以下の軽火砲を除く）、5500基ほどの多連装ロケット砲、5000

基ほどの自走・牽引タイプの対空砲、9000門ほどの固定対空砲、

そして 3000を超える渡河装備だ。44　これに予備軍の装備を合わ

せると、朝鮮人民軍の所持する兵器はまるで無限大のように思え

る。もっとも、これらの装備のうち現代戦に耐えうる水準のもの

は極めて少数である。

鮮人民軍特有の慣習で、時

にはひとつの部隊に複数の

称号がつく場合もある。褒

称のほかにも、秘匿性を高

めるためにあえて関連性の

ない偽称を与えられること

もある。例えば、第 630合

同大隊は特殊作戦部隊であ

るし、第 2625部隊も特殊

作戦大隊のひとつだ。また、

第 105戦車師団にも、第

105訓練センターという一

見関係のない名称が与えら

れている。さらにややこし

いことに、中には 8月 15

日訓練センターなどと記念

日や創設日を名称に採り入

れたものもあり、朝鮮人民

軍の全体像を把握するのを

より難しくしている。

　前述の予備軍は、常備軍

の戦力補強のため迅速に動

員できる仕組みになってい

る。この 60万人規模の予

備軍は主に、高頻度で常備

軍と同レベルの戦闘訓練を

受けている退役兵士から成

り立っている。42　数十年

前に朝鮮人民軍から用廃と

なった古い装備によって武

装された予備軍は、脆弱な

沿岸部や戦線後方の防衛、

突出した前線によって薄く

引き伸ばされた補給線の強

化を行なうことが可能だ。

労農赤衛隊も予備軍の一種

であり、動員に時間こそか

かるものの 570万人もの人

員が存在する。だがごく一

部を除いて労農赤衛隊のほとんどが朝鮮戦争の遺物のような時代

遅れの装備となっている。野砲や装甲車輌は例に漏れず、いにし

えの T-34や SU-100でさえ運用が続けられているのだ。労農赤衛

隊は北朝鮮の人口の大部分を占めており、地域ごと、時には特定

の職業ごとに組織化される。また、国内のいたるところに点在す

る対空施設の多くは農村や工場に付随するように設置され、有事

には住人や工員たちが操作する。赤軍青年隊を含めると、動員可

能な兵力はさらに増えるだろう。日常的に訓練を行なう 14歳か

ら 16歳の子供の数は最大 100万人にのぼると考えられる。赤軍

青年隊創設の直接の意図ではないにしろ、北朝鮮の軍事社会性を

考慮するに、長期にわたる全面戦争に際しては彼らが少年兵とし

て戦力化されるのは間違いない。消耗戦争においては他の準軍事

組織も動員され、さらに 30万人から 40万人程度の兵力増加が見

第二次世界大戦中の東ヨーロッパ戦線のソ連兵の軍服を彷彿とさせる制服に身を包んだ労農赤衛隊。その携行小火器はモシン・ナ
ガンや PPSh-1といった二次大戦期の銃の更新にあてられた AK-74の北朝鮮製コピー。（KCBC）

写真の牽引式 18連装 122㎜ MRLは労農赤衛隊に多数配備されている。これは労農赤衛隊専用に生産されたようだが、それ以外の
多連装ロケット砲には朝鮮人民軍陸軍でトラックなどに搭載されていた旧式のものを、簡易的な装輪砲架に載せ替えてトラクター
や民生用トラックで牽引できるようにしたものもあり、大した費用をかけずに予備部隊の火力を増強している。
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