
35ERINA REPORT PLUS

最近朝鮮では人民生活に直結する軽
工業部門の工場を現代的に整備する事
業が活発に推し進められ、人民の物質生
活に対する権利実現において大きな前進
が成し遂げられている。
敬愛する最高指導者金正恩同志は次

のように述べた。
「軽工業部門では工場を知識経済時
代のモデル工場として整備し、原料、資材
の国産化を実現し、生産を活性化させ、消
費品に対する人民の需要を保障しなけれ
ばなりません。」
軽工業部門は消費品に対する人民の
需要を保障する重要な役割を担っている
ため、人民生活と切り離しては考えられな
い。軽工業部門での建設及び改築事業
が活発に行われることで、消費品生産を
増やすことができ、人民の物質生活での
消費的需要をしっかりと保障できる。
本稿では最近朝鮮の軽工業部門で多

くの工場、企業所を新しく建設及び改築す
るための事業で成し遂げたいくつかの成
果と、その結果人民の物質生活に対する
権利がどのように向上しているのかについ
て紹介する。
何よりも朝鮮では、人民の食べる問題の
解決のため、軽工業工場が全国の至る所
に立ち上がり、生産工程を現代的に整備
するための事業が活発に推し進められ、
人民の食生活向上に積極的に貢献して
いる。
平壌市郊外に延床面積が1万6130余
平方メートルに達し、年間数千余トンのキ
ムチと漬物、数百余トンのキノコ加工品な
どが生産できる柳京キムチ工場が建設さ
れ、カクテキや白菜キムチをはじめとするお
いしい種々のキムチが、一年中人民たち
の食卓にあがるようになった。平壌市の各
所に展開された柳京キムチ工場の直売所
ではキムチを求める人民たちでにぎわい、

彼らの食生活条件は日々 さらに改善してい
る。
愛国野菜加工工場では既存の生産設

備を更新し、キムチと漬物生産工程、たく
わん生産工程を新しく整備し、年間季節に
関係なく、さまざまなキムチの生産はもちろ
ん、ニンニクとトウガラシ、大根をはじめとす
る野菜で漬物等数々の野菜加工品を生
産して人民たちに供給している。
平壌市に続き、平安北道新義州市と平

安南道平城市でもキムチ生産の工業化
が実現された。新義州キムチ工場と平城
キムチ工場が建設され、当地の人民たち
の多様な食生活向上に役に立っている。
両江道三池淵郡にジャガイモデンプン

生産工場、ジャガイモ加工品生産工場、2
万トン級のジャガイモの貯蔵庫などで成り
立つ、延床面積2万7920平方メートル強、
年間生産能力が数千トン強に達する現代
的で、能力の大きい三池淵ジャガイモデン
プン生産工場が新しく建設された。同工場
で生産されるジャガイモデンプンで人民た
ちは餃子やチヂミはもちろん、それを主原
料に麺やねじりパン、ポテトチップス、うどん
など多様なジャガイモの加工料理を作って
食べている。したがって、ジャガイモデンプ
ンは食生活を多様に工夫しようとする人民
の需要をよりしっかりと満足させることに貢
献している。
金カップ体育人総合食料工場が現代

的に改築され、人民とスポーツ選手の間
で好評を博す数々の食料品を生産してい
る。科学的な打算の下で設備を合理的に
配置し、全ての空間を立体的に利用できる
よう工場を改築した結果、敷地面積と労力
をまったく増やさなくても生産能力を従来よ
り1.5倍増加させた。同工場ではおおよそ
数百種類に至る新しい製品を開発してお
り、チョコレートやビールの生産工程も現代
的に完備し、人民生活向上に積極に貢献

している。現在平壌市はもちろん、各道の
さまざまなサービス単位で「金カップ」ブラ
ンドを付けた数々の食料品が人民の需要
にあわせて販売されており、スポーツ選手
たちには栄養管理と疲労回復に役に立つ
食料品が供給されている。
新しく改築した平壌穀産工場では原料

の処理から赤外線加熱による加工によるシ
リアル生産工程を現代的に一新させ、さま
ざまな栄養価が高いシリアルを多く生産す
ることで人民の食生活向上に積極に貢献
している。
敷地面積が1万2800平方メートルで、年

間生産能力が数万余トンで、原料の投入
から包装に至るまで、すべての生産工程
が無人化、無塵化、無菌化が実現された
平壌トウモロコシ加工工場では、麺とオク
サル（トウモロコシ粉、コーンスターチ、小麦
粉を米のように加工したもの）、ゼリーと菓
子、ポップコーン、油、蒸しパンを生産する7
つの生産工程が現代的に取り入れられ、
さまざまなトウモロコシ加工品を生産してい
る。
江原道にも年産数千トン能力のトウモロ

コシとジャガイモが加工できるトウモロコシ
加工工場が現代的に整備された。原料準
備生産工程と麺、水あめ、オクサル生産工
程をはじめ、トウモロコシとジャガイモを原料
として、さまざまな食料品を生産できるトウ
モロコシ加工工場は、道内人民たちの食
生活向上に積極に貢献している。現在、ト
ウモロコシで作った加工品は各サービス
網で人民の嗜好と需要に応じて奉仕され
ており、彼らの食生活にはなくてはならない
大衆食品になっている。
次に、朝鮮では人民の着る問題と直結

している軽工業工場での改築工事が成
果的に推し進められ、人民の物質生活向
上に貢献している。金正淑平壌紡織工場
の中の染色総合作業場では、糊抜精錬
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で生産性を1.3倍に上げる合理的な技術
改造案を取り入れることと、液流染色機の
一台あたり生産性を2倍に増やす技術革
新を成功させ、鞄生地の生産及び染色工
程を新しく整備し、紡績総合作業場、機料
品作業場の現代化を推進して、人民の着
る問題の解決に実質的に役立つ数々の
質の良い生地を生産している。同工場で
生産する数々の学生服の生地とカバン用
の生地は多くの人々の好評を博しており、
特に新学年度を迎える学生たちの間で人
気を集めている。
金正淑平壌製糸工場では、さまざまな
質の良い布団を生産する現代的な生産
工程を整備しており、人民たちの情緒と美
感に合う冬布団、夏布団、春秋布団、婚礼
布団、マットレスをはじめとする数々の寝具
類を生産し、多くの商店に送り届けている。
朝鮮では新しい家庭を築く新郎新婦から
誕生日を迎えるお年寄りに至るまで、多くの
人々が自分の好みの色の布団を手に入れ
ており、特に朝鮮に訪問する海外同胞（在
日同胞）と外国人の間でも人気を集めてい
る。
熙川製糸工場でも最近、煮繭作業班の
繭を煮る工程に自動繭計量装置、自動繭
供給装置を創案し、導入したことに続き、
操作作業班の紡糸工程に価値ある技術
革新案を取り入れ、それぞれ異なった原料
条件に合う科学的で合理的な絹糸生産
工程を現代的に整備し、自らの実情に合
う統合生産システムを構築して、製品の質
を高め、人民生活向上に大きく貢献してい
る。
柳原靴工場が延床面積2万4700余平
方メートルの建築工事と数百種に千余台
の設備の現代化工事を終え、年間百数
十万足の運動靴を生産する現代的で、能
力が高い靴の生産拠点に生まれ変わっ
た。運動靴を専門に生産する柳原靴工場
が改築され、より質の良い、便利な運動靴
が人民たちに配当され、体育に関する興
味がさらに高まった。
元山靴工場では超臨界二酸化炭素に

よる軟質塩化ビニルフォーム生産工程を新
しく整備し、人民たちが履く靴の中敷の重
さを15～20ｇも軽量化することで、人民の
生活上の便宜を図っている。同工場では
日増しに高まっている人民の生活上の需

要と文化的水準に合わせ、お洒落で多種
多様な数十種の男性、女性、子ども靴を開
発生産しており、ここで生産される「メボン
サン」ブランドの靴は、人民から質や形態
において最高の評価を博している。
現代的にリニューアルされた靴工場で

の成果と、その結果人民たちが受けてい
る生活上の恩恵は、2018年平壌第一百
貨店で行われた「全国靴展示会－2018」
を通してもよく分かる。展示会には元山靴
工場で生産された「メボンサン」靴をはじ
め、60あまりの単位から3万1000余点の靴
製品が出品され、延べ15万余名の来場者
で盛況を呈した。
平壌駅前百貨店では「春季全国靴展

示会－2019」が行われ、元山靴工場、柳
原靴工場をはじめとする60余の単位から
1110余種におよぶ、11万3500余点の製品
が出品された。展示会では多種化、多様
化、軽量化された靴が来場者たちの目を引
き、各靴工場で展示した男性靴の形をし
た運動靴、女性ショートブーツ、男性夏靴な
どがお洒落で履きやすい上に軽くて質が
良いと好評を博した。
次に、朝鮮では人民の日用品の問題解

決に必要な軽工業工場が建設、改築さ
れ、彼らの消費生活での需要を満たすうえ
で積極な貢献をしている。朝鮮ではすでに
樹脂日用品工場、鉄製日用品工場、木材
日用品工場、学用品工場、家庭用品工場
をはじめ、人民の日用品の問題解決のた
め、軽工業工場が数多く建設及び改築さ
れ、彼らの日常生活に必要な消費品が生
産されている。
最近平壌市に延床面積が1万590平方

メートル強で、年間数十万余個の学生カ
バンと数万余個の一般カバンを専門的に
生産する、能力が高く、現代的な平壌カバ
ン工場が建設され、小学校から大学に至
るまで各種男女カバンを生産することで、
学生たちのカバン問題を解決するのに積
極的に貢献している。この他、新義州カバ
ン工場、羅先カバン工場、沙里院カバン工
場、平城カバン工場、江界カバン工場をは
じめ、各道に現代的なカバン工場が建設
され、人民たち、特に青少年学生たちのカ
バン問題解決で大きな前進が成し遂げら
れた。
こうして年間生産量が数千万冊に達す

る現代的なミンドゥルレ学習帳工場が建設
され、幼稚園の子どもたちと小学校、初級
中学校、高級中学校、大学の学生たちの
ための数十種に達する学習帳が、学生た
ちの年齢心理に合わせ、科目別特性に合
わせて生産されている。現在平壌市と各
道にある愛育園（児童養護施設）、初等学
院、中等学院、大学と山間の村の学校に
至るまでミンドゥルレ学習帳が全員に供給
されている。特に2019年新学年度を迎え、
全国の幼稚園の子どもたちと小学校、初
級中学校、高級中学校、大学の学生たち
の需要に応じて、ミンドゥルレ学習帳が十分
に供給され利用されている。
平壌化粧品工場が現代的にリニューア

ルされ、女性たちをはじめ、人民たちの中
で生活をより美しく、上品で、文明化するの
はもちろん、彼らの健康を増進させることに
も貢献している化粧品が多く生産されてい
る。最近、同工場では生産工程の無菌化
を実現し、アイブロー生産工程、化粧道具
生産工程、ヘアスプレー生産工程、香水
生産工程、アイシャドー生産工程、添加剤
及び原料生産工程をはじめとするさまざま
な生産工程を新しく整備し、人民たちの好
評を博している質の良い化粧品を多く生
産しており、特に25種の「ウナス（銀河水）」
化粧品はユーラシア経済同盟の品質認証
を受ける成果を得た。
新義州化粧品工場では短い期間に自

動化、無菌化が実現された洗顔用化粧
品、整髪料をはじめとする化粧品生産工
程を現代的に整備した。同工場では朝鮮
で珍しい植物性高麗薬剤（漢方薬剤）を
原料とする天然染色剤を開発し、人体に
及ぼす悪い影響がなく、機能が高い髪染
めを生産し、各サービス網に送り届けてい
る。
現在、平壌化粧品工場で精算される

「ウナス」化粧品と新義州化粧品工場で
生産される「ポムヒャンギ」化粧品は平壌
市をはじめとする全国随所で販売され、人
民たちに愛用されており、朝鮮の女性は自
分の嗜好と需要に合うクリーム、香水、化
粧水、口紅、ヘアオイル、化粧石けんなど、
さまざまな機能と効果がある化粧品を利用
し、自分たちの美を自慢している。
龍岳山石けん工場が、水と空気がきれ

いで、趣があって美しい平壌市万景台区
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域の龍岳山麓に新しく建設され、人民の
物質生活を豊かにしている。延床面積が
１万8400余平方メートルに達する龍岳山
石けん工場は、原料準備、真空乳化、水
処理、混合撹拌、熟成、注入、包装など、す
べての生産工程の自動化、無人化を高い
レベルで実現しており、各種の液体石けん
と洗剤を生産する工場の特性に応じて、
統合生産システムも立派に構築しており、

人民の間で好評を博す、人気ある各種の
液体石けんと洗剤を生産している。平壌
市の至る所で同工場で生産した製品を専
門に販売するサービス網ができ、人民の物
質生活に積極的に貢献している。
2018年に平壌市では第29回全国人民

消費品展示会が盛況のうち行われ、展示
会には各地の軽工業部門工場、企業所
で作られた4500余種に15万余点の人民

消費品が出品された。
このように朝鮮では現代的な軽工業工
場を数多く増進させ、生産工程の現代化
を促し、新しい製品開発に力を入れ、人民
に多様で、質の良い消費品をより多く配当
しており、したがって、物質生活に対する
人民の権利が益 し々っかりと保証されてい
る。

［朝鮮語原稿をERINAにて翻訳］
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