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中国（東北三省） 

2021 年上半期の東北三省主要経済指標 

中国国家統計局の発表によると、2021 年上半期の中国の国内総生産（GDP）は、53

兆 2167 億元（名目値）であり、実質 GDP 成長率は前年同期比 12.7% となった。その

うち、2021 年上半期の東北三省の域内総生産（GRP）と実質 GRP 成長率は、遼寧省が

1 兆 2641 億元で前年同期比 9.9％増、吉林省が 6083 億元で同 10.7％増、黒龍江省が

5991 億元で同 10.3%増となった。 

2021 年上半期における三省の GRP の産業別の内訳をみると、遼寧省の第 1 次産業

の付加価値額は 866.3 億元で前年同期比 6.0％増、第 2 次産業は 4951.8 億元で同 10.4％

増、第 3 次産業は 6823.1 億元で同 10.1%増となった。吉林省の第 1 次産業の付加価値

額は 410.4 億元で同 6.1%増、第 2 次産業は 2205.3 億元で同 13.8%増、第 3 次産業は

3467.8 億元で同 9.5%増となった。黒龍江省の第 1 次産業の付加価値額は 528.7 億元で

同 7.9%増、第 2 次産業は 1923.8 億元で 11.1%増、第 3 次産業は 3538 億元で 10.3%増

となった。東北三省における第 3 次産業の付加価値額の成長率は 2020 年のマイナスか

らプラスになったi 。そのうち、遼寧省の飲食業は同 38%増、宿泊業は同 61％増とな

り、吉林省の宿泊飲食業は同 35.7％増となった。これは中国が徹底した感染対策を行っ

たことにより、コロナ禍にあってもサービス産業が正常化していることを示している。 

 東北三省の工業生産の動向をみると、2021 年上半期の一定規模以上の工業企業（年

間売上高 2000 万元以上）の付加価値増加率は、遼寧省が 11.5%増、吉林省が 16.0%増、

黒龍江省が 12.1%増になった。さらに、主な産業部門別の数値をみると、遼寧省では自

動車製造業が同 26.7％増、一般設備製造業が 21.8％増となり、吉林省では医薬品製造

業が同 42.3％増、食品製造業が同 15.6％増となった。 

投資については、2021 年上半期における遼寧省の固定資産投資額（農家投資を除く：

以下同じ）は前年同期比 8.6％増、吉林省は同 15.9％増、黒龍江省は同 15.2％増であっ

た。固定資産投資額の産業別の内訳をみると、遼寧省の第 1 次産業は前年同期比 31.6％

増、第 2 次産業は同 1.7％増、第 3 次産業は同 11.3％増であった。吉林省の第 1 次産業

の固定資産投資額は同 50.2％増、第 2 次産業は同 10.5％増、第 3 次産業は同 17％増で

あった。黒龍江省の第 1 次産業の固定資産投資額は同 58.7％増、第 2 次産業は同 7.9％

増、第 3 次産業は同 17.2％増となった。いずれの地域でも第 1 次産業の固定資産投資

額が大幅に増加したことが示された。 

消費動向をみると、2021 年上半期の社会的消費財小売総額は、遼寧省が 4582.4 億元

で前年同期比 17.1％増、吉林省が 1931.4 億元で同 18.8％増、黒龍江省が 2472.7 億元

で同 24.8％増となった。消費者物価指数（CPI）は、遼寧省が前年同期比 0.8％上昇、

吉林省が同 0.3％上昇、黒龍江省が同 0.1％上昇した。 

貿易動向をみると、2021 年上半期の輸出入額は、遼寧省が 3715.3 億元で前年同期比
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13.6％増、吉林省が 791 億元で同 30.2％増、黒龍江省が 931.5 億元で同 18.4％増とな

った。三省とも、輸出入額の伸び率は 2020 年通年のマイナスからプラスになった。 

i 注：吉林省 2020 年年間の第 3 次産業の付加価値額の成長率は 0.1％であった。 
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表 1 

 

2019年 2020年 2021年上半期

中国 遼寧 吉林 黒龍江 中国 遼寧 吉林 黒龍江 中国 遼寧 吉林 黒龍江

経済成長率（実質） ％ 6.1 5.5 3.0 4.2 2.3 0.6 2.4 1.0 12.7 9.9 10.7 10.3

工業生産伸び率（付加価値額） ％ 5.7 6.7 3.1 2.8 2.4 1.8 6.9 3.3 15.9 11.5 16.0 12.1

固定資産投資伸び率（名目） ％ 5.1 0.5 ▲ 16.3 6.3 2.9 2.6 8.3 3.6 12.6 8.6 15.9 15.2

社会的消費財小売額伸び率（名目） ％ 8.0 6.1 3.4 6.2 ▲ 3.9 ▲ 7.3 ▲ 9.2 ▲ 9.1 23.0 17.1 18.8 24.8

輸出入収支 億ﾄﾞﾙ 4,215.1 ▲ 142.0 ▲ 94.6 ▲ 166.4 5,350.3 ▲ 189.4 ▲ 106.8 ▲ 124.6 2,496.6 ▲ 92.7 ▲ 69.3 ▲ 80.8

輸出伸び率 ％ 0.5 ▲ 2.6 ▲ 0.6 18.8 3.6 ▲ 15.3 ▲ 10.3 3.2 28.1 20.5 21.5 17.7

輸入伸び率 ％ ▲ 2.8 ▲ 5.0 ▲ 5.7 4.2 ▲ 1.1 ▲ 5.8 1.1 ▲ 22.5 25.9 9.1 32.8 18.6

（注）前年比

　　　工業生産は、一定規模以上の工業企業のみを対象とする。2011年1月には、一定規模以上の工業企業の 低基準をこれまでの本業の年間売上高500万元から2,000万元に引き上げた。

　　　2011年1月以降、固定資産投資は500万元以上の投資プロジェクトを統計の対象とするが、農家を含まない。

　　2019年12月末：7.0128、 2020年12月末：6.5434）によりドル建てに修正したものである。

(出所）中国国家統計局、商務部、遼寧省統計局、吉林省統計局、黒龍江省統計局ウェブサイトならびに黒龍江日報、遼寧日報、吉林日報、人民銀行の資料より作成。

　　　2019年以降の貿易データは公表値が元建であったことから、輸出・輸入の伸び率は公表されている元建数値の伸び率、貿易収支は元建貿易収支の数値を人民銀行公表の期末為替レート（
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新型コロナウイルスとフードサプライチェーン 

コロナ禍の影響を受けて､世界の食品サプライチェーンの安定性に不安が広がってい

る。食料の収穫や流通が滞り、食料システムはかつてないほど脅威にさらされている｡ 

世界銀行の報告書によれば､コロナ禍はほぼすべての国の所得の低い脆弱な世帯に打撃

を与え、その影響は 2021 年から 2022 年まで続き、デルタ株の感染流行が加わったこ

とにより、おそらく 2022 年以降も続くと予想している（世界銀行,2021）。 

 新型コロナウイルス感染発生・流行初期は、各国の食料貯蓄と国際農産品貿易の支

援により、食料流通側と消費側には影響があったが、供給側への影響は少なかった。新

型コロナウイルスの発生後の 2 か月以内（2020 年 3 月 18 日から 5 月 11 日）、22 か国

が 1 つ以上の食品の輸出制限を開始し（Laborde 等，2020）、食品輸入関税を引き下げ

て国内食品価格を下げる対応策を実施した。その後、感染の更なる拡大により、肥料や

飼料などの生産要素のサプライチェーンの中断と農業従事者のウイルス感染により、供

給側への影響も大きくなり価格も上昇している。図 1 によると、世界食品価格指数は

2020 年 8 月から 9 カ月連続で上昇し、過去 10 年では も速いペースである。これは、

各国の農業安定生産と食料流通における国際協力を強化する必要があることを示して

いる。
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図 世界の食品価格指数の推移 

 

出所: IMF のデータより､筆者作成｡  

注：2016=100、食品価格指数は穀物、植物油、肉、魚介類、砂糖、その他の食品（リンゴ

など柑橘類以外の果物、バナナ、チャナ（豆類）、魚粉、落花生、牛乳などの乳製品、ト

マトなどの野菜）が含まれている。 

 

（ERINA 研究員 董 琪） 

 

参考資料 

1. 世界銀行 2021 https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-and-

covid-19 

2. Laborde, David, Abdullah Mamun, and Marie Parent, “Food Export Restrictions in the Era 

of COVID-19,” Food Security Portal (Washington: International Food Policy Research 

Institute), May 20, 2020. 
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ロシア（極東） 
 

2021 年上半期のロシア極東経済 

極東地域は、コロナショックからの回復が遅れている地域である。 

2021 年上半期の鉱工業生産高は、ロシア全体で前年同期比 4.0％増であり、極東 3.9％

増との差は小さい。しかし、コロナ前の 2019 年上半期を基準とすると、ロシア全体の

2.2％増に対して、極東は 0.8％増にとどまる。その他にロシア全体の水準を下回った連

邦管区は、北西（0.2％増）とシベリア（4.5％減）であり、急速に回復したのは中央（28.4％

増）や北カフカス（10.1％）であった。前年同月比で見ると、北カフカスはコロナ禍に

あっても 2020 年と 2021 年に一貫して鉱工業生産が増加し、中央地域も 2020 年 4 月

（2.1％減）を除けば生産の増加が続いた。対照的に、極東は、ロシア国内で も大きな

生産縮小を経験した地域となった（2020 年 7 月に 16.3％減）。このように、ロシア国内

では、生産面の地域格差はコロナショックにより拡大している。 

極東地域の中でも、沿海地方は、2020 年第 2 四半期と第 3 四半期に生産が大きく落

ち込み、2021 年に入ってようやく生産が回復しつつある。その一方で、2020 年にはコ

ロナショックの影響がそれほど顕著に表れなかったチュコト自治管区やサハリン州に

おける鉱工業生産は 2021 年に入って縮小傾向にある。 

2021 年上半期における極東地域の採掘部門の生産指数は、前年同期比で 2.3％増

（2019 年同期比で 0.1％減）であり、ブリヤート共和国 15.0％減（3.8％減）、アムール

州 18.2%減（同 13.4％減）、サハリン州 11.7％減（同 11.1％減）において落ち込みが大

きく、サハ共和国 28.0％増（同 15.8％増）で大きく増加した。同じく、製造業の生産

指数に関しては、極東全体で前年同期比 11.6％増（2019 年上半期比で 1.9％増）であ

り、ブリヤート共和国 30.8％増（同 37.3％増）、沿海地方 44.9％増（同 4.4％減）、チュ

コト自治管区 44.2％減（同 69.2％減）というように地域差が大きい。 

投資面では、極東でも回復する傾向が見られ、202１年上半期の固定資本投資の伸び

はロシア全体の 7.3%増を上回る 14.9％増となった。特に、ザバイカル地方、カムチャ

ツカ地方、チュコト自治管区において投資の伸びが著しい。 

生産や投資の状況とは対照的に、家計に関わる分野に関して、極東の状況はロシア全

体と同様に推移し、2021 年第１四半期に続いて第 2 四半期も小売売上高が増加し、消

費者物価指数は低位で推移している。しかし、実質貨幣可処分所得の伸びは、ロシア全

体の 2.4％増に対して、極東は 0.4％減少した。ここにも極東経済のコロナショックの

負の影響がより顕著に見られる。 

 

（ERINA 調査研究部部長代理・主任研究員 志田仁完）
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モンゴル 

モンゴルの経済は、COVID-19 パンデミックの影響によって、引き続き大きな打撃を

受けている。 政府は「非常事態宣言」を 2021 年末まで延長した。2021 年 9 月 6 日の

時点で、モンゴルは国内で 23 万 6274 件の COVID-19 の感染と 968 人の死亡を記録し

た。 同時に、人口の 64.7％が完全にワクチン接種されており、ブースターショット（3

回目の接種）が今年の 8 月に始まった。 2021 年には、経済活動は 1 年前よりも加速し

たが、COVID-19 の発生が継続的に拡大しているため回復が妨げられている。 モンゴ

ルは 2021 年 6 月 9 日に大統領選挙を行い、現在の与党である MPP の候補者で元首相

の U. Khurelsukh 氏が、多数の票を得て第 6 代の大統領となった。 

 

マクロ経済 

モンゴルの実質四半期 GDP は 3 四半期連続で拡大した。2021 年第 2 四半期の前年

同期比成長率は 0.6％、2021 年上半期の前年同期比成長率は 6.3％であった。第 2 四半

期の季節調整済み実質 GDP は、前期より 5.1％低下した。 

2021 年上半期において建設と農業を除くすべての部門の生産は前年を上回った。鉱

業と純課税が成長への 大の貢献者であり、商業・サービス業および製造業がそれに続

いた。ただし、建設業の生産は 2020 年第 2 四半期以降、5 期連続で減少し続け、2021

年上半期には 1.1 ポイントのマイナス成長の原因となった。農業部門の生産高も 2020

年第 4 四半期以降、3 期連続で減少し続け、上半期には 0.8 ポイント、マイナス成長に

寄与した。この生産の低下は、主に悪天候による成家畜の損失の増加に関連していた（図

1）。 

支出面では、2021 年上半期の GDP は前年比 6.2％増であったが、家計や企業への政

府刺激策の減少や事業活動の低迷により家計収入が減少したため、 終消費は前年比

8.9％減少した。しかし、この期間の総資本形成は前年比 44.7％増加し、輸出と輸入は

それぞれ前年比 14％と 5.4％増加した。 

実質鉱工業生産（GIO）は引き続き回復し、2021 年第 2 四半期には鉱業生産高の回

復に牽引されて前年比 49.6％増加した。 GIO は 7 月に前年比 38.3％上昇した。 2021

年第 2 四半期の鉱業部門の生産高は前年同期比 81.4％増加したが、製造業および公益

事業部門の生産高は前年同期比 0.2％、前年同期比 14.7％増加した。しかし、COVID-

19 パンデミックを封じ込めるためのさまざまな国境を越えた制限による輸入の困難の

ために、生産投入を輸入に大きく依存している製造業の生産は以前よりも低かった。現

在の価格での鉱業の売上高は、2021 年第 2 四半期に前年比 72.3％増加し、その 82.6％

が輸出であった。 

2021 年第 2 四半期の年間消費者物価指数（CPI）上昇率は 6.1％であったが、7 月に

はさらに 7.4％に上昇し、政府の目標インフレ率である 6％を上回った。食品とノンア
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ルコール飲料の価格上昇が CPI 上昇の主な要因であり、輸送の上昇がそれに続いた。

これらの項目は、CPI 全体の上昇の 3.2 ポイントと 1.7 ポイントの原因であった。パン

デミックによりサービス需要が低迷したため、財の CPI の上昇はサービスの CPI より

もはるかに高かった。 2021 年 7 月の CPI は前年比 8.8％上昇したが、サービスの CPI

は前年比 3.1％上昇した。 

モンゴルの通貨トゥグルグの為替レートは、2021 年第 2 四半期に 1 米ドル=2850 ト

ゥグルグと比較的安定しており、輸出は引き続き回復し、輸入は低迷を続けた。 

マネーサプライ（M2）は、2021 年 7 月末時点で 27.1 兆トゥグルグ（95 億 3000 万

米ドル）を占め、現地通貨で 26.5％、米ドルで 25.9％増加した。経済を刺激すること

を目的としたローン金利を助成する政府のプログラムが続いているため、2021 年 7 月

末のローン残高は 19.5 兆トゥグルグに増加し、前年比 12.3％増加した。 2021 年 7 月

には不良債権の割合が10.2％に減少したものの、不良債権総額は前年比2.1％増となり、

事業環境の改善は見込めない。 

国家予算は 2021 年 1-7 月期に 8310 億トゥグルグの赤字となったが、1 年前は 2.5 兆

トゥグルグからは改善している。収入と助成金の合計は前年比 56.7％増で 7.66 兆トゥ

グルグを占め、支出と純貸付の合計は前年比 14.9％増加して 8.49 兆トゥグルグに相当

した。税収入は前年比 50％増加し、非税収入は前年比 2.3 倍に増加したが、外国から

の助成金は 2 倍に増加し、347 億トゥグルグまたは 1220 万ドルになった。燃料税など

の特別目的の収入を除いて、すべての税目で税収入が増加した。同時に未来遺産基金と

安定化基金に 7085 億トゥグルグと 2992 億トゥグルグがそれぞれ割り当てられた。予

算支出の増加は、主に経常支出の前年比 25.9％の増加に起因しており、資本支出は前年

比 33％減少した。ただし、対外債務による純貸付は前年比 48.1％増加した。 
 

外国貿易 

2021 年 1-7 月期、モンゴルは 141 か国と貿易を行い、対外貿易の総売上高は 86 億

ドル、輸出入はそれぞれ 47 億ドル、38 億ドルで、9 億 340 万ドルの黒字を記録した。

輸出と輸入はともに前年比で増加し、輸出は前年比 25.2％増加し、輸入は前年比 30.5％

増加した。総輸出の 84.3％を占める鉱業品は、前年比 62.1％増加した。しかし、非貨

幣用金の輸出は前年の 5 分の 1 に減少し、2 億 1800 万ドルとなった。石炭と銅精鉱の

輸出は、期間中にそれぞれ 11 億ドルと 16 億ドルにとなり、前年同期を上回った。 

2021 年 1-7 月期、中国への輸出は全体の 91％を占め、また中国からの輸入は全体の

38.9％であった。2 番目に大きな輸出先はスイスで、全体の 3％を占め、実質的に非貨

幣用金の輸出であった。 次に大きな輸出先は韓国とロシアで、それぞれ全体の 2％と

1.3％を占めている。 

同時にロシアは 2 番目に大きな輸入元で、日本がそれに次いでいた。これらの国々か

らの輸入は、期間中、全体の 26.9％と 6.8％に相当した。モンゴルの唯一の EPA パー
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トナーである日本からのモンゴルの輸入は 2 億 6230 万ドルであったが、日本への輸出

はわずか 796 万ドルでしあった。韓国は 4 番目に大きな輸入元であり、輸入額は 1 億

6850 万ドルで全体の 4.4％に相当した。 

 

輸送 

2021 年上半期の総貨物輸送量は、すべての鉄道、道路、航空貨物の輸送量に支えら

れ、前年比 7.9％増加した。 期間中、鉄道貨物の輸送量は前年比 2.7％増加し、道路貨

物の輸送量は前年比 50.9％増加した。 しかし、2021 年 7 月の鉄道貨物の輸送量は、国

内貨物、輸出貨物、通過貨物の輸送量がそれぞれ低かったため、前年比 10.2％減少し

た。 道路輸送による輸送量は 1240 万トンで、2021 年上半期には前年比 47.5％増加し

た。同時に、航空貨物の輸送量は国際輸送に支えられて 8.3％増加した。 しかし、

COVID-19 のパンデミックに関連する制限により、航空輸送は引き続き大きな打撃を受

け、乗客の輸送量は期間中に前年比 81.9％減少した。 

 

   （ERINA 調査研究部主任研究員 エンクバヤル・シャクダル）
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2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2020年1Q 2020年2Q 2020年3Q 2020年4Q 2021年1Q 2021年2Q 2021年6月 2021年7月 21年1-7月

実質GDP成長率（対前年同期比：%) 1.5 5.6 7.7 5.6 ▲ 4.6 ▲ 10.1 ▲ 8.2 ▲ 2.6 1.0 14.8 0.6 - - -

鉱工業生産額（対前年同期比：%） ▲ 0.3 5.1 6.4 1.7 ▲ 1.6 ▲ 13.1 ▲ 11.6 0.2 10.9 66.2 49.6 39.1 38.3 55.1

消費者物価上昇率(対前年同期比：%） 0.8 4.3 6.8 7.3 3.7 6.1 3.6 2.4 2.7 2.5 6.1 6.6 7.4 4.8

登録失業者(千人) 34.4 25.5 25.0 20.8 18.1 19.4 19.6 17.8 18.1 - - - - -

失業率（％） 10.0 8.8 7.8 10.0 7.0 6.6 6.6 7.3 7.6 8.8 8.4 - - -

対ドル為替レート（トゥグルグ） 2,148 2,441 2,473 2,664 2,813 2,757 2,799       2,847       2,851       2,850       2,850       2,849       2,849       2,850       

貨幣供給量（M2）の変化（対前年同期比：%) 21.0 30.5 22.8 7.0 16.3 3.8 5.5 9.8 16.3 22.9 29.8 29.8 26.5 26.5

融資残高の変化（対前年同期比：%) 6.1 9.6 26.5 5.1 ▲ 4.9 ▲ 1.8 ▲ 4.6 ▲ 4.4 ▲ 4.9 2.9 10.3 10.3 12.3 12.3

不良債権比率（%） 8.5 8.5 10.4 10.1 11.7 10.7 11.0 11.4 11.7 11.5 10.2 10.2 10.2 10.2

貿易収支（百万USドル） 1,558 1,863 1,137 1,492 2,277 ▲ 126 494 851 1,064       477          373          129 53 903

　輸出(百万USドル) 4,916 6,201 7,012 7,620 7,576 1,036 1,792       2,319       2,429       2,000       2,111 788 630 4,742

　輸入(百万USドル） 3,358 4,337 5,875 6,128 5,299 1,162 1,299       1,468       1,366       1,524       1,737 660 577 3,838

国家財政収支(十億トゥグルグ） ▲ 3,660 ▲ 1,742 3 ▲ 756 ▲ 4,539 ▲ 276 ▲ 1,922 ▲ 541 ▲ 1,800 ▲ 96 ▲ 973 ▲ 203 239 ▲ 831

国内貨物輸送（対前年同期比：%） 20.0 15.3 14.6 7.4 1.1 ▲ 6.3 ▲ 8.8 1.9 17.0 15.7 0.7 - - -

国内鉄道貨物輸送（対前年同期比：%） 7.9 9.1 13.5 13.5 10.3 10.8 12.6 13.1 5.0 4.0 1.5 7.2 ▲ 10.2 1.1

国内道路貨物輸送（対前年同期比：%） 78.4 33.6 17.3 ▲ 6.6 ▲ 24.5 ▲ 54.5 ▲ 68.8 ▲ 19.9 73.1 94.1 257.0 458.8 - -

成畜死亡数（（対前年同期比：%) 132.0 ▲ 38.8 197.0 ▲ 58.0 85.0 89.2 78.0 78.4 98.0 87.9 78.3 - - -

（注）消費者物価上昇率、登録失業者数、貨幣供給量、融資残高、不良債権比率は期末値、為替レートは期中平均値。

（出所）モンゴル国家統計局『モンゴル統計年鑑』、『モンゴル統計月報』各号 ほか
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韓国 

マクロ経済動向 

韓国銀行（中央銀行）が 7 月 27 日に公表した 2021 年第 2 四半期の成長率（速報値）

は、季節調整値で前期比 0.7％となり、前期の同 1.7％を下回った。需要項目別に見ると

内需では、 終消費支出は同 3.6％で前期の同 1.3％を上回った。固定資本形成は同▲

0.6％で前期の同 2.5％からマイナスとなった。その内訳では建設投資は同▲2.5％で、

前期の同 1.3％からマイナスとなった。設備投資は同 0.6％となり、前期の同 6.1％から

低下した。外需である財・サービスの輸出は自動車、液晶ディスプレイが減少して同▲

2.0％となったが、伸び率は前期の 2.0％から低下した。一方で財・サービスの輸入は金

属と化学製品の増加により同 2.8％となっている。 

2021 年第 2 四半期の鉱工業生産指数伸び率は季節調整値で前期比▲1.2%となり、前

期の同 3.4％からマイナスに転じた。月次では季節調整値で、2021 年 6 月に前月比 2.5％、

7 月に同 0.0％となっている。 

2021 年第 2 四半期の失業率は季節調整値で 3.7％であった。月次では 2021 年 6 月に

3.7％、7 月は 3.3％となっている。 

2021 年第 2 四半期の貿易収支（IMF 方式）は 185 億ドルの黒字で前期の 196 億ド

ルから減少している。また 4 月の貿易収支は 76 億ドルの黒字であった。 

2021 年第 2 四半期の対ドル為替レートは 1 ドル＝1121 ウォン、月次では 2021 年 6

月に同 1122 ウォン、7 月に同 1145 ウォン、8 月に同 1161 ウォンと推移している。 

2021 年第 2 四半期の消費者物価上昇率は前年同期比 2.5％であった。月次では 2021

年 6 月に前年同月比 2.4％、7 月に同 2.6％、8 月に同 2.6％と推移している。2021 年第

2 四半期の生産者物価上昇率は前年同期比 6.2％であった。月次では 2021 年 6 月に前

年同月比 6.6％、7 月に同 7.1％であった。 

 

2021 年及び 2022 年の経済展望 

 韓国銀行は 8 月 28 日に経済見通しを発表した。2021 年の成長率は 4.0％と高い伸

びを予測した。これは 2020 年の実績▲0.9％から大きな回復となる。また 2022 年の成

長率は 3.0％としている。2021 年の成長率については、年前半が実績値で前年同期比

3.9％、年後半が予測値で同 4.0％としている。 

2021 年の成長率を需要項目別に見ると、内需はまず民間消費がコロナ禍の影響を脱

し、2.8％となり、2020 年実績の▲5.0％からプラスに転ずる。一方、設備投資は半導体

需要の増大による IT 部門の伸びを反映して 8.8％となり、2020 年実績の 7.1％に続き

高い水準を維持する。建設投資においては、住宅建設投資は年後半に回復が予測される。

また非住宅建設投資も段階的な回復が予測される。さらに公共投資による土木投資の伸

びにも助けられ、建設投資全体では 0.9％となり、2020 年実績の▲0.4％からプラスに
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転ずる。外需である輸出は世界経済の回復による半導体需要の高まりにより 8.9％とな

り、2020 年実績の▲0.5％からプラスに転ずるとしている。 

 2021 年の失業率については 3.9％で 2020 年の 4.0％から低下するとしている。雇

用者数の増加は 20 万人で 2020 年の 22 万人の減少から増加に転ずると見込んでいる。

2022 年については、失業率は 3.8％、雇用者数の増加は 24 万人としている。 

一方、2021 年の消費者物価上昇率は 2.1％で、2020 年の 0.5％から上昇すると予測

している。2022 年については 1.5％としている。 

 

（ERINA 調査研究部主任研究員 中島朋義）
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2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 20年7-9月 10-12月 21年1-3月 4-6月 21年6月 7月 8月

実質国内総生産（％） 2.9 3.2 2.9 2.0 ▲ 1.0 2.1 1.1 1.7 0.7 - - -
終消費支出（％） 3.0 3.1 3.7 2.9 ▲ 2.4 0.1 ▲ 1.1 1.3 3.6 - - -

固定資本形成（％） 6.6 9.8 ▲ 2.2 ▲ 2.8 2.6 ▲ 1.4 1.8 2.5 ▲ 0.6 - - -
鉱工業生産指数（％） 2.2 2.5 1.5 ▲ 0.1 0.4 6.0 2.9 3.4 ▲ 1.2 2.5 0.0 -
失業率（％） 3.7 3.7 3.8 3.8 4.0 3.8 4.1 4.4 3.7 3.7 3.3 -
貿易収支（百万USﾄﾞﾙ） 116,462 113,593 110,087 79,812 81,945 26,202 30,614 19,628 18,545 7,618 - -
輸出（百万USﾄﾞﾙ） 511,926 580,310 626,267 556,668 516,604 132,100 146,104 145,641 156,150 53,635 - -
輸入（百万USﾄﾞﾙ） 395,464 466,717 516,180 476,856 434,659 105,898 115,490 126,013 137,605 46,017 - -
為替レート(ｳｫﾝ/USﾄﾞﾙ) 1,160 1,130 1,101 1,166 1,180 1,188 1,116 1,115 1,121 1,122 1,145 1,161
生産者物価（％） ▲ 1.8 3.5 1.9 0.0 ▲ 0.5 ▲ 0.5 ▲ 0.2 2.4 6.2 6.6 7.1 -
消費者物価（％） 1.0 1.9 1.5 0.4 0.5 0.6 0.4 1.1 2.5 2.4 2.6 2.6
株価指数（1980.1.4：100） 2,026 2,467 2,041 2,198 2,873 2,328 2,873 3,061 3,297 3,297 3,202 3,199

（注）国内総生産、 終消費支出、固定資本形成、鉱工業生産指数は前期比伸び率、生産者物価、消費者物価は前年同期比伸び率、株価指数は期末値

　　　国内総生産、 終消費支出、固定資本形成、鉱工業生産指数、失業率は季節調整値

　　　国内総生産、 終消費支出、固定資本形成、生産者物価、消費者物価は2015年基準

　　　貿易収支、輸出入はIMF方式、輸出入はｆｏｂ価格

（出所）韓国銀行、統計庁他
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朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮） 
両江道でジャガイモの植え付け終了 

 2021 年 5 月 31 日発『朝鮮中央通信』によれば、両江道でジャガイモの植え付けが終

了した。 

 

朝鮮労働党中央委員会第 8期第 1回政治局会議開催 

  2021 年 6 月 5 日付『労働新聞』によれば、朝鮮労働党中央委員会第 8 期第 1 回政

治局会議が 6 月 4 日、党中央委員会の本部庁舎で行われた。政治局会議には、朝鮮労働

党中央委員会政治局常務委員会の委員と党中央委員会政治局の委員、委員候補が参加し

た。金正恩総書記が、会議を司会した。 

 会議は、党中央委員会第 8 期第 2 回総会で手配した 2021 年度の党と国家の主要政策

の実行の実態を中間総括し、経済活動と人民の生活において切実な懸案を解決するのに

必要な追加的な国家的対策を立てるために、党中央委員会の総会を招集する問題を主要

議案として討議した。 

 金正恩総書記は、現在の不利な主・客観的条件と環境によって国家活動の順調な発展

は多くの挑戦と制約を受けているが、第 8 回党大会が非常に高揚させた全党と全人民の

思想的熱意と自力更生の闘争気風によって、計画した多くの事業が将来を見通して促進

されていることについて肯定的に評価し、今年の上半期の主要政策課題の部門別実行の

実態を概括、分析した。 

 金正恩総書記は、今の時点で党中央委員会の総会を招集し、上半期の国家活動全般の

実態を正確に総括して、偏向的な問題を適時に正すための追加的な対策を講じるのが必

要であると強調した。 

 金正恩総書記は、現在の内外の情勢の下で党と政府がいつよりも重大な使命と責任を

負って努力の限りを尽くさなければならないと述べ、現局面で党の指導的役割を非常に

強めて経済活動と人民の生活を安定、向上させるための頑強な闘いを繰り広げなければ

ならないと述べた。 

 朝鮮労働党中央委員会政治局は、党中央委員会第 8 期第 3 回総会を 6 月上旬に招集

することに関する決定を採択した。 

 党中央委員会政治局はまた、党中央委員会の部署機構改編問題をはじめ、党中央委員

会の総会に提起する案件について深く研究、討議し、上程された議案を承認した。 

 

党中央委員会と道党委員会責任幹部の協議会 

 2021 年 6 月 8 日付『労働新聞』によれば、金正恩総書記が同月 7 日、党中央委員会

の本部庁舎で党中央委員会と道党委員会責任幹部の協議会を招集した。 

 趙甬元朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員、金徳訓内閣総理と党中央委員会

の書記、部長、各道党責任書記が協議会に出席した。 
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 協議会では、党中央委員会総会を控えて今年の下半期の主要政策の実行で提起される

具体的実態を部門別に集中点検し、それを解決する上での実務的問題を討議した。 

 金正恩総書記は協議会で、国家経済活動と人民生活保障に関する当面の問題を調べて

検討し、その実行のための重要な課題を手配し、現情勢に対処した党中央の各部署と政

府機関、各道党委員会の活動および研究方向について指摘し、党中央委員会総会を契機

に国家経済活動と人民生活の安定において実質的な転換をもたらすための構想を披歴

したとのことである。 
 

朝鮮労働党中央軍事委員会第 8 期第 2回拡大会議開催 

 2021 年 6 月 12 日付『労働新聞』によれば、同月 11 日、朝鮮労働党中央軍事委員会

第 8 期第 2 回拡大会議が平壌市の朝鮮労働党中央委員会本部庁舎で行われた。 

 金正恩総書記が、党中央軍事委員会第 8 期第 2 回拡大会議を指導した。 

 拡大会議には、朝鮮労働党中央軍事委員会の委員、朝鮮人民軍の各軍種司令官と軍団

長、人民軍党委員会の執行委員、党中央委員会の当該部署のメンバーが出席した。 

 朝鮮労働党中央軍事委員会拡大会議では、 近、急変する朝鮮半島周辺の情勢と朝鮮

革命の内外環境の要求に即して革命武力の戦闘力をいっそう高め、国家防衛活動の全般

において新たな転換をもたらすための重要な課題が提示され、組織問題が討議された。 

 金正恩総書記は会議で、現情勢と人民軍の活動実態について分析し、人民軍が恒久的

にとらえていくべき戦略的課題と革命武力の強化、発展のための方途を明らかにした。 

 金正恩総書記は、人民軍が国の自主権と安全をしっかり守り、党と革命事業、国家と

人民の利益、社会主義建設を防衛する神聖な使命と任務を全うするためには党の軍建設

路線と方針を寸分の狂いもなく頑強に貫徹し、高度の臨戦態勢を徹底的に堅持すべきで

あると強調した。 

 拡大会議では、一部の軍種、軍団級単位の指揮官を解任および転任し、新しく任命す

る組織問題が取り扱われた。 
 

北朝鮮各地で温泉の探査 

 2021 年 6 月 15 日付『朝鮮新報』によれば、北朝鮮各地で温泉の探査が行われてお

り、2020 年だけでも黄海南道三泉郡三泉邑地区と黄海北道谷山郡文陽里、咸鏡南道金

野郡、咸鏡北道明川郡で、2021 年に入って平安北道雲山郡、慈江道東新郡、両江道普

天郡、江原道法洞郡、南浦市温泉郡温泉邑地区で新たな温泉が発見されたとのことであ

る。 
 

朝鮮労働党中央委員会第 8期第 3回総会開催 

 2021 年 6 月 15 日、16 日、17 日、18 日、19 日付『労働新聞』によれば、朝鮮労働

党中央委員会第 8 期第 3 回総会が同月 15 日〜18 日に開かれた。 

 今回の総会は、朝鮮労働党第 8 期第 2 回総会が手配した 2021 年度の党と国家の主要
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政策の実行状況を中間総括し、経済活動と人民生活の切実な懸案に対する解決対策を立

て、現在の情勢に合わせて国家的な重大事業を強力かつ正確に推し進める問題を討議、

決定するために、開かれた。金正恩総書記が、総会を指導した。 

 総会には、党中央指導機関のメンバー以外に党中央委員会部署の活動家、省、中央機

関、武力機関の活動家、道級指導的機関と市・郡、連合企業所の責任活動家がオブザー

バーとして出席した。 

 金正恩総書記が、党中央委員会政治局の委任によって総会を司会した。 

 金正恩総書記は会議でまず、全党が党大会の決定貫徹のための初年の活動計画を確定

し、その実行に進入した時から現在まで、党と国家活動で肯定的な成果が収められたし、

わが人民の革命的熱意が湧き上がっていることについて高く評価した。今年に入って、

革命闘争の主・客観的条件と環境はより困難になったが、上半期に工業総生産額の計画

を144％、昨年同期比125％に超過遂行し、現物量的にも多く成長しているのをはじめ、

国の経済が全般的に興っていると述べた。 

 金正恩総書記は、現在われわれの前に横たわっているいろいろな困難と難関のために

国家計画と政策的課題を遂行する過程に一連の偏向も生じたと指摘した。特に、農業部

門で昨年の台風の被害のため穀物生産計画を未達成したことによって現在、人民の食糧

状況が緊張していると述べ、今回の総会でその解決のための積極的な対策を出さなけれ

ばならないと述べた。金正恩総書記は、今こそ、朝鮮革命特有の生命力である百折不撓

の革命精神と自力更生、刻苦奮闘の闘争気風が 大に必要な時であると強調し、全党と

全人民の高揚した闘争気勢をいっそう高調させて今年の政策的課題を無条件に完遂す

るための徹底した対策を立てようとするのが今回の総会を招集した基本趣旨であると

述べた。 

 金正恩総書記が、総会で討議する議案を提議した。総会では、（1）主要国家政策の上

半期の実行状況総括と対策に関する問題、（2）今年の農業に力を総集中する問題、（3）

非常防疫状況の長期性に徹底的に備える問題、（4）現在の国際情勢に対する分析とわが

党の対応方向に関する問題、（5）人民生活を安定、向上させ、党の育児政策を改善、強

化する問題、組織問題が主要議案として上程された。党中央委員会の委員は、上程され

た議案に対して全員一致で決定した（後に（6）育児問題と（7）党中央指導機関メンバ

ーの 2021 年上半期の党組織・思想生活状況総括が追加）。 

 総会では、第 1 の議案に対する討議が行われた。上半期の主要政策的課題の実行状況

に対する実態資料と党的、国家的に早急に対策を立てるべき問題が総会に報告された。

金徳訓内閣総理が、今年に経済部門に提示された政策的課題の実行状況について、朴正

天朝鮮人民軍総参謀長が人民軍の事業について、金才竜党中央委員会部長が反社会主義、

非社会主義との闘争状況について詳細な報告を提起した。 

 金正恩総書記が、第 1 の議案討議で上程された問題に対する重要な結語を述べた。金

正恩総書記は結語で、人民経済の各部門と単位の上半期の活動状況を詳細に分析、総括
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し、実際の変化と発展志向的な結果を必ず成し遂げ、5 カ年計画遂行の確固たる保証を

もたらす上で提起される部門別の課題と方途を提示した。金属、化学、電力、石炭、建

設・建材部門をはじめとする基幹工業部門と軽工業、水産、都市経営、国土環境保護部

門など、各部門で達成した成果と経験は拡大し、現れた偏向と欠点は克服しながら、経

済の作戦と指揮を責任をもってよく行い、先進科学技術に徹底的に頼って今年の経済計

画を無条件に完遂することについて述べた。教育と保健医療、文学・芸術をはじめとす

る文化建設の複数の部門で、現実的条件と政策的要求に合わせて活動を革新的に手配し、

展開して、社会主義制度の優越性をより高く発揚させなければならないと強調した。朝

鮮式社会主義の前途と人民の運命がかかっている反社会主義、非社会主義との闘争をい

っそう攻勢的に実質的に展開していく上で指針とすべき原則的問題を明らかにした。金

正恩総書記は、党活動の革新と強化は党と革命隊伍の威力を鋼鉄のように打ち固め、革

命と建設に対する党の政治的指導を確固と保障することにつながると述べ、現在、党活

動を深化、発展させる上で提起される重要な課題を明示した。 

 金正恩総書記は、第 1 の議案に対する結語を終えながら、全ての部門、全ての単位で

党と革命に対し担っている聖なる責任と本分を深く自覚し、百倍に奮発、奮闘して今年

の戦闘目標を輝かしく完遂しなければならないと強調した。 

 総会では、第 2 の議案に対する討議が行われた。 

 李哲萬党中央委員会部長が、現在までの営農活動実態について具体的に報告した。金

正恩総書記は、農業を立派に営むのは現在、人民に安定した生活を提供し、社会主義建

設を成功裏に促すためにわが党と国家が も重大視し、 優先的に解決すべき戦闘的課

題であると述べ、昨年の農業の教訓と今年の不利な条件から全党的、全国家的な力を農

業に総集中するのが切実であると述べた。よりひどくなっている災害性異常気象の影響

を克服することを今年の穀物生産目標達成の要の問題とし、農業部門と気象観測部門が

互いに緊密に協同して自然災害を 小限にとどめるための対策を立て、各部門でこの事

業を強力に支援することについて重要に言及した。 

 総会では、非常防疫状況の長期性に徹底的に備える問題を第 3 の議案に討議した。金

正恩総書記は、国家非常防疫活動の現在の実態を分析した報告を聴取し、悪性ウイルス

による世界的な保健危機が日を追って引き続き悪化している状況の下、国家的に必ず解

決すべき急務について明確にした。金正恩総書記は、非常防疫状況の長期化は国家非常

防疫活動での 大自覚、強い規律順守気風の長期化であると同時に、経済全般を維持し、

人民の食衣住を保障するための闘いの長期化であると述べ、現在の状況に即して国家的

に防疫態勢を完璧に堅持し、経済指導機関が非常防疫という不利な環境の中で、それに

即して経済活動を緻密に手配することに関する課題を提示した。これとともに、全ての

党組織と政権機関が人民の生活上の要求を適時に円滑に解決してやる活動に優先的な

力を入れることについて特別に強調し、軽工業と水産業をはじめ人民の生活に直結した

部門で生産を増やすための革命的な対策を立てた。総会の参加者は、金正恩総書記の綱
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領的な結語の内容を深く刻み付けて自分の部門、自分の単位に提起される課題を必ず完

遂するという一念を抱いて問題の討議に真摯に臨んでいる。 

 2日目の会議では 1日目の会議で行った金正恩総書記の綱領的な結語に指摘された上

半期活動総括の分析に立脚して下半期の活動課題を偏向なく成果的に推し進めるため

の具体的な研究討議のために部門別分科を組織し、研究および協議会をおこなった。党

中央委員会政治局常務委員会委員と政治局委員が分科別研究および協議会を指導した。 

 金属、鉄道運輸分科、化学工業分科、電気、石炭、機械工業分科、建設建材分科、軽

工業分科、農業分科、非常防疫分科、反社会主義、非社会主義闘争分科、党活動分科に

分けられて行われた研究および協議会では、本総会に諮る決定書草案を研究し、科学性

と現実性の保証された対策案と計画数値を確定する活動を行った。 

 第 3 日目の会議では、第 2 日目に続いて行われた分科別の研究および協議会で、下半

期に遂行すべき実質的かつ動員的な課題と実践的方途が十分に討議された。総会は、総

合された建設的な意見を審議し、今年に示達された主要国家政策的課題を徹底的に実行

するための追加的な対策的問題を反映した決定書と、全党、全軍、全人民が今年の農業

に力を集中して穀物生産計画を無条件に完遂することに関する決定書を一致可決で採

択した。 

 総会は、現在の国際情勢に対する分析とわが党の対応方向に関する問題を第 4 の議案

として討議した。金正恩総書記は、 近、国際政治舞台で起きている主な変化と朝鮮革

命の対外的環境について概括し、評価を下した。特に、新しく発足した米行政府のわが

共和国に対する政策動向を詳細に分析し、今後、対米関係において堅持する的中した戦

略・戦術的対応と活動方向を明示した。 

 金正恩総書記は、わが国家の尊厳と自主的な発展・利益を守り、平和的環境と国家の

安全を頼もしく保証するためには対話にも対決にも全て準備ができていなければなら

ず、特に対決にはより手落ちなく準備ができていなければならないと強調した。金正恩

総書記は、重要な国際および地域問題に関する党と共和国政府の対外政策的立場と原則

を表明し、わが国家の戦略的地位と能動的役割をいっそう高め、有利な外部的環境を主

動的に整えていくことについて述べるとともに、時々刻々変わる状況に鋭敏かつ機敏に

反応、対応し、朝鮮半島の情勢を安定的に管理していくことに力を注がなければならな

いと明らかにした。 

 総会は、第 5 の議案として現在の実情で人民生活を安定、向上させるために優先的に

解決すべき問題を討議した。 

 金正恩総書記は、人民に安定した生活を保障し、困難を適時に解決してやるのはわが

党と国家が も重大事として掲げる活動原則であると述べ、数回にわたる協議会を通じ

て直接調べた人民生活の実態資料とその改善のための実践的な対策について具体的に

言及した。 

 金正恩総書記は、わが党が神聖に掲げている為民献身の理念は実際に骨を削り、肉を
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えぐりながら人民の生命と生活に責任を持ち、無条件的な奉仕で人民を奉じる実践の指

針であり、行動の基準であると述べ、党が困難な時であるほど人民の中にもっと深く入

って丈夫な柱になり、常にそばで苦楽を共にし、人民の福利のために全てをささげて闘

わなければならないと強調した。 

 金正恩総書記は、現在、人民が も関心を持ち、願う切実な問題を早急に解決するた

めの決定的な施行措置を取ろうとするのが今回の総会の中核事項であると言明し、人民

生活の安定に少しでも寄与するという衷心をもって自ら署名した特別命令書を発令し

た。 

 総会の全ての参加者は、全国の人民の運命と生活に対する責任感と献身奉仕精神が盛

り込まれた金正恩総書記の重大決心と決断を熱狂の拍手で支持、賛同した。 

 総会では、党の育児政策を改善、強化する問題が第 6 の議案として討議された。 

 金正恩総書記は、祖国の未来である子どもを丈夫に立派に育てることより重大な革命

事業はなく、数千数万金をかけてでもより改善された養育条件を整えてやるのはわが党

と国家の 重大政策であり、 高の宿願であると強調した。 

 困難であるほど子どもにもっと真心を尽くし、その愛の力で共産主義の未来を目指し

て頑強に前進するのが朝鮮革命の前進方式、発展方式になるべきだと述べ、この地に生

まれる子ども、育ちゆく次世代が幼い時から立派な環境で満足に食べ、すくすくと育つ

なら今後 20 年、30 年後にはそれだけわが社会によりいっそう躍動する生気と活力が溢

れるようになり、共和国の国力が成長し、強化されるようになるであろうと胸熱く述べ

た。 

 金正恩総書記は、子どもの成長、発育において託児所、幼稚園の時期が も重要な年

齢期であると述べ、国家的負担で全国の子どもに乳製品をはじめ栄養食品を供給するこ

とを党の政策に樹立することに言及し、その実行のための具体的な課題と方途を提起し

た。 

 そして、全ての活動家が子どもの実の親になった気持ちで託児所、幼稚園の幼児を満

足に食べさせることに格別な関心を払い、党の育児政策の貫徹に実質的に寄与すること

で、党と革命、祖国 と人民に対する忠実性を検証してもらうべきだと切々と強調した。 

 総会では、金正恩総書記の提起を大きな衝動と激情の中で審議し、全幅的な支持と賛

同の中で関連の決定書を全員一致で採択した。 

 全ての会議参加者は、総会で討議、決定された重大政策を徹底的に実行していくとい

う決意を固めた。 

 総会の第 4 日目の会議では、第 7 の議案として党中央指導機関メンバーの 2021 年上

半期の党組織・思想生活状況を総括した。まず、党中央指導機関メンバーの上半期の党

生活状況に関する資料が通報された。提起された資料を聴取しながら指導機関のメンバ

ーは、朝鮮労働党の中核として信じ、負った重任を責任をもって遂行するために奮闘す

ることを願う全ての党員と人民の期待にこたえられなかった自責の念に駆られて自身
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の党生活状況を全面的に深刻に反省した。 

 金正恩総書記は、第 8 回党大会で新しく選挙された党中央指導機関が党と人民に厳か

に誓約したが、もはや指導機関メンバーの活動と生活で重大な問題が発露していること

について一つひとつ指摘した。 

 金正恩総書記は、指導機関のメンバーが任された歴史的責任を全うするためにはどん

な覚悟と活動態度で活動し、自身を思想的・精神的に、文化的・道徳的に修養するため

にいかに努力しなければならないのかを細心に教えた。 

 金正恩総書記は、指導機関のメンバーが上半期に現れた欠点から深刻な教訓を汲み取

り、今回の総会を契機に党大会が高く掲げた以民為天、一心団結、自力更生の理念を再

び深く刻み付け、いっそう自覚、奮発して、受け持った責務を忠実に遂行することに力

を尽くすことについて強調した。そうするには、革命の前世代のようにいかなる厳しい

環境の中でも党中央の決定を徹底的に受けとめて無条件に貫徹し、党の本態を守り抜く

ために一身をためらうことなくなげうつ真の革命家にならなければならないと述べた。 

 人民が社会主義の恩恵を一つでももっと肌で感じられるようにするために自分の血

と汗を惜しみなくささげるという覚悟と、いかなる場合にも人民の利益に抵触すること

はしないという決心で大衆の中に入る一歩一歩の歩みが党と大衆の血縁的関係を厚く

し、人民に信念と鼓舞を与える重要な政治的活動になるようにすべきであると懇ろに頼

んだ。 

 金正恩総書記は、わが党が革命の戦闘的参謀部、人民の忠僕党としての本分を全うす

る上で先頭に立つべき人は党中央指導機関のメンバーであると述べ、今回の総会で討議、

決定した主要政策的課題を一寸の狂いもなく徹底的に実行することに知恵と情熱をこ

とごとく尽くすことについて切々と述べた。 

 総会は、第 8 の議案として組織問題を討議した。 

 党中央委員会の政治局委員、委員候補を召還および補欠選挙し、党中央委員会の委員、

委員候補を召還および補欠選挙したし、国家機関の幹部を解任および任命した。 

 金正恩総書記が、総会を締めくくった。 

金正恩総書記は、党中央指導機関のメンバーの情熱的な参加と限りない責任感によって、

今回の総会が活動を円滑に遂行し、歴史的な重大な任務を果たせるようになったと述べ、

全ての指導機関のメンバーが総会の全期間、党と国家の全般活動の討議に積極的に真剣

に熱中したことに謝意を表した。 

 金正恩総書記は、わが党は堅忍不抜の闘志で革命の前に横たわった現在の難局を必ず

切り抜けるであろうし、今後、いかなる試練が一段と厳しく横たわっても、いささかも

変心することなく金日成主席と金正日総書記の革命思想と偉業に 後まで忠実である

ことを党中央委員会を代表して厳かに宣誓した。 

 総会の全ての参加者は、非凡で、かつ特出した英知と洞察力、昼夜を分かたぬ思索と

献身で朝鮮式社会主義の前進と発展を力強く導く不滅の指針と威力ある実践的武器を
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もたらし、全党の党員と全国の人民に限りない信念と鼓舞的力を与えてくれた金正恩総

書記を仰いでこの上ない感謝のあいさつをささげながら、金正恩総書記の思想と指導に

一意専心で従っていくという忠誠の誓いを込めてとどろく拍手と熱狂の歓呼の声を上

げた。 

 

朝鮮労働党中央委員会第 8期第 3回総会公報 

 2021 年 6 月 19 日付『労働新聞』は、朝鮮労働党中央委員会第 8 期第 3 回総会の公

報を掲載した。内容は以下の通り。 

朝鮮労働党中央委員会第8期第3回総会で補欠選挙された党中央委員会の政治局委員、

委員候補は次の通り。 

党中央委員会政治局委員 太亨徹同志 

党中央委員会政治局委員候補 ウ・サンチョル同志 
 

朝鮮社会主義女性同盟第 7回大会 

 2021 年 6 月 22 日付『労働新聞』によれば、朝鮮社会主義女性同盟第 7 回大会が同

月 20 日と 21 日、平壌で行われた。大会では、総括期間に女性同盟の活動状況が全面的

に分析、総括され、女性同盟が社会主義建設の偉大な新しい勝利を目指す闘いで革命的

女性組織としての使命と任務を全うしていくようにするための課題と実践方途が討議

されたとのことである。 

大会には、各級女性同盟組織で選挙された代表者が参加した。党、行政、武力機関の

活動家が、オブザーバーとして出席した。李日煥党朝鮮労働党中央委員会書記、リ・ド

ゥソン朝鮮労働党中央委員会部長と女性同盟中央委員会の執行委員、各道女性同盟委員

長、武力機関で女性同盟の活動につかさどる活動家、模範的な女性同盟の活動家と中核

的な女性同盟員、関係部門の活動家が幹部壇についた。 

 開会が宣言されると、朝鮮民主主義人民共和国国歌が奏楽された。大会では、執行部

と秘書部を選挙した。 

大会は、次のような議案を承認した。 

1.朝鮮社会主義女性同盟中央委員会の活動総括 

2.朝鮮社会主義女性同盟中央検査委員会の活動総括 

3.朝鮮社会主義女性同盟規約の改正について 

4.朝鮮社会主義女性同盟中央指導機関の選挙 

大会では金正恩総書記が朝鮮社会主義女性同盟第 7 回大会参加者に送った綱領的書

簡「女性同盟は朝鮮式社会主義の前進発展を奮い起こす力強い部隊になろう」を李日煥

書記が伝達した。 

金正恩総書記は、書簡で党中央委員会第 8 期第 3 回総会が行われた直後に開催された

今回の大会が革命の一翼を担った朝鮮人女性運動の位置と任務を再認識し、女盟同盟員
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を党に忠実な革命家、堅実な愛国者に育て上げるうえで転換的な契機になるであろうと

いう期待を表明し、党中央委員会の名で熱烈に祝った。 

 金正恩総書記は、ただ朝鮮労働党を自分の運命のすべてと固く信じ、従い、社会主義

祖国に勝利と栄光を捧げるために限りない献身の努力を尽くすわが女性と女盟同盟員

の高潔な精神世界と屈することない闘争は、わが党と人民の大きな誇りになっていると

しながらこれまで 5 年間の闘争の道程で燃える愛国の熱情で祖国と人民、次代の前に明

確な功績を刻んだことについて評価した。 

金正恩総書記は、社会主義建設の新しい高揚期、激変期を開くための革命的進軍で女

性同盟が自分の戦闘力を一段と向上させ、すべての女盟同盟員を党大会と党中央の重要

決定貫徹へ奮い立たせることによってわが革命に活力を増し、全人民的総進軍を力強く

推し進めなければならないと言及しながら現時期、朝鮮民主女性同盟組織の前に提起さ

れる課題と方途を提示した。 

 大会では第 1 の議案「朝鮮社会主義女性同盟中央委員会活動総括」に関する報告をチ

ャン・チュンシル女性同盟中央委員会委員長が行った。報告者は、朝鮮労働党第 8 回大

会が示した進軍方向に沿って新しい力動の時代、前進の時代を開いていく路程で朝鮮社

会主義女性同盟第 7 回大会が開かれたことには女性同盟が前世代女性の発揮した英雄

的闘争精神を継いで党の紐帯、頼もしい援助者としての役割を立派に果たすことを望む

党中央の信頼と期待がこもっていると語った。彼女は金正恩総書記が総決期間、卓抜し

た指導と慈父のような愛で女性同盟がチュチェ革命の新時代の要求に即して自分の戦

闘力をあまねく轟かすように賢明に導いたことについて言及した。金正恩総書記は今か

ら 5 年前、女性同盟第 6 回大会参加者に歴史的な書簡を送って女性同盟の活動をわが

革命とチュチェの女性運動発展の合法則的要請に即して強化、発展させる不滅の大綱領

を与えてくれたと彼女は強調した。報告者は、金正恩総書記が女性同盟がすべての女盟

同盟員を真の金日成・金正日主義者に育てることで重点を置き、5 大教育をはじめとす

る思想教育を強力に、攻勢的に繰り広げていくように精力的に指導したことについて言

及した。白頭の未踏の雪道、烈風を先頭に立ってかきわけわが党の革命伝統で武装する

ための活動を革命の戦略的課題と提示した金正恩総書記は、白頭山地区革命戦跡地に関

する冬季踏査熱風を巻き起こして女性同盟の活動家たちと女盟同盟員が白頭山精神で

生き、たたかうように導いた。金正恩総書記は新たな環境と条件に合わせて思想教育を

改善していく貴重な教えを与え、積極的な対策を講じてくれて女盟同盟員を党と革命、

社会と集団のために献身する女性革命家に育てるうえで新しい転換が起きるようにし

た。 

報告者は金正恩総書記が女性同盟が組織強化の強風を起こして各級女盟同盟組織を

組織性と規律性の強い戦闘的組織に作り上げるよう導いたことについて言及した。「全

同盟が初級団体を補助しよう！」というスローガンの下で基層組織強化に向けた整然な

事業体系が立てられ、典型を創造し、追い越し、見習い、経験交換運動が力強く繰り広
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げられて組織強化の炎が激しく燃え上がるようになった。金正恩総書記は、女盟同盟組

織は女盟同盟員の社会的・政治的生命を党とつないでくれる血幹だという古典的定式化

でその位置と役割をはっきりと明らかにし、同盟の隊伍をしっかり整えるように導いた。 

報告者は、金正恩総書記が女性同盟組織が社会主義建設に資する大衆運動をねばり強

く展開していくように指導してくれた不滅の業績について言及した。金正恩総書記は、

女性同盟突撃隊活動で人民経済各部門と重要建設場で勤労の偉勲を轟かしている女性

の愛国的所行を高く評価してくれ、社会主義競争熱風、集団的革新を起こすための方向

と方途をことごとに教えてくれた。軍事力強化と社会と集団、同志たちのための道で女

盟同盟員がやり遂げた活動を貴く推し立て、あらゆる情をみな注いでくれた金正恩総書

記の愛と信頼はほんとうに限りない。 

報告者は党第 7 回大会で提示された課題を貫徹するための女性同盟活動で収められ

た成果は全的に女性同盟が党の偉業に限りなく忠実なように親しく導いてくれた金正

恩総書記の偉大な指導の結実であると強調した。彼女はすべての参加者と全国女性の一

様な忠誠の心を込めて主体的女性運動の偉大な開拓者、指導者である金日成同志と金正

日同志に深甚な敬意を表し、卓越で、洗練された指導で女性同盟を党の偉業を忠実に支

えていく威力ある政治組織、力強い力量と強化、発展させてくれる金正恩総書記に 大

の光栄と も温かいあいさつを謹んで捧げた。 

報告者は、女性同盟の前には党第 8 回大会が打ち出した闘争綱領を実現するための総

進軍で大衆的政治組織としての戦闘力を高く宣揚しなければならない栄誉ある任務が

提起されていると語った。彼女は、革命の新しい高揚期、激変期の要求に即して女性同

盟が時代の前に担った使命と任務を立派に遂行するために同盟活動で根本的な転換を

もたらすための実際の対策を講じなければならないとし、総括期間、同盟の活動で発露

された欠陥と原因を資料的に分析総括した。 

 報告では党の指導業績を固守し、輝かすための事業で明確な改善をもたらすことがで

きなかった問題、同盟組織強化のキーポイントを正しく捉えて同盟内部の活動に注力し

なかった問題、反社会主義、非社会主義との闘争を大衆自身の活動に転換させて強い調

子で展開できなかった問題、社会主義経済建設に寄与する大衆運動を積極的に手掛けら

れなかった問題などが深刻に批判された。原因は、同盟の活動家が同盟内部活動、思想

教育を革新的に展開しないところにあり、同盟活動で形式主義と消極性を克服すること

ができず、事業体系と秩序を整然に立てないことにあると指摘した。 

 報告者は、各級女性同盟組織が党大会決定を体して女性同盟の活動で根本的な転換を

もたらすための闘争に総邁進することについて言及した。金正恩総書記の唯一的指導体

系を確立する活動を生命線と堅持して深化させ、党の指導を忠実にしたがう女性政治組

織の本態を確固と固守すべきである。指導業績単位の先駆者的役割を強めて党の指導業

績を固守し、輝かし、同盟活動のすべての面で明確な結実を成し遂げなければならない。 

 報告者は、女盟同盟員に対する教育活動と組織生活指導を綿密にして取り掛かりわが
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党の革命思想でしっかり武装させ、党中央の周りに思想意志的に、道徳・信義的にしっ

かり結束させ、党の路線と方針貫徹へ力強く動員することについて強調した。女性同盟

組織では思想教育を攻勢的に繰り広げてすべての女盟同盟員を真の革命家、白頭山精神

の体現者、真の愛国忠臣に育てることに総力を集中すべきである。女性同盟芸術激励隊

と女性同盟解説隊の役割を強めて新しい 5 カ年計画実行の突破口を開くための闘争の

主要戦域で火線式政治宣伝、生産鼓舞活動を活発に展開することによって社会の革命的

雰囲気を高調させなければならない。初級女性同盟組織と市、郡女性同盟組織で幹部の

陣容を質的に強め、彼女たちが同盟員を導いていくうえで中核的役割を果たすように水

準と能力を高めるための活動を計画的に推し進めるべきである。女性同盟組織で実践を

通じて生命力の発揮されている忠誠の模範初級女性同盟委員会、忠誠の模範女性同盟初

級団体獲得運動をより活発に繰り広げ、忠誠の模範団体称号を獲得した初級女性同盟組

織がその栄誉を引き続き輝かして行くようにすべきである。同盟内に革命的規律と秩序

を徹底的に確立し、すべての幹部が重い荷物を背負って高い活動能力と熱情、投身力を

発揮すべきである。すべての女性同盟の活動家が同盟活動の実務に精通し、学習を通常

にねばり強くおこない同盟活動でなんでもできる博識家、実践家になるために積極的に

努めなければならない。 

 報告者は、反社会主義、非社会主義的現象を根絶し、社会主義的生活様式を徹底的に

確立することについて言及した。女性同盟組織では、反社会主義、非社会主義的現象を

掃き捨てるための革命的な思想攻勢、攻勢的な防御、強力な闘争に組織の力を 大に発

揮し、同盟員大衆をこぞって奮い立たせなければならない。女盟同盟員の中で遵法意識

を高める活動を強力に展開し、肯定の力で不正義を根こそぎ取り除き、不純な毒草を根

絶すべきである。 

報告者は 5 カ年計画実行に資する女性同盟突撃隊活動と善行運動を活発に手掛ける

ことについて言及した。金属、化学、電力工業部門工場、企業所が位置した地域と平壌

市 5 万世帯住宅建設場をはじめとする主要な建設腸で女性同盟組織が生産正常化と近

代化、対象建設と国土管理事業に資するいろいろな大衆運動を力強く展開し、生産鼓舞

活動の太鼓の音を高く響かせなければならない。 

報告者はすべての女盟同盟員が祖国の将来を担っていく次代を育てる母親としての

責任と役割を果たすことについて強調した。女性同盟組織では、家庭教育がうまくいっ

てこそ学校教育、社会教育もうまくいくということを自覚し、子女教育活動で新しい改

善をもたらさなければならない。女性同盟の活動家と女盟同盟員は育つ新世代を集団主

義思想と愛国主義、高尚な人生観を身につけた社会主義的人間に育てることを党と祖国

の前に担った気高い任務と見なし、子女に対する立派な教育者としての役割を円満に遂

行してすべての家庭を革命的な軍人家庭、科学者家庭、愛国者家庭に作らなければなら

ない。 

 報告者はみなが金正恩総書記の周りに鉄鋼のように団結して社会主義の偉業の新し
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い勝利に向けて力強く闘おうと訴えた。 

 大会では第 1 の議案定に対する討論が行われた。 

平壌市女性同盟組織代表のリ・ヒャンスク、キム・ヨンエ、ソン・ミョンエの各氏、

平安南道女性同盟組織代表リ・ブンヒ氏、咸鏡北道女性同盟組織代表チェ・ギョンエ氏、

両江道女性同盟組織代表チョン・ソルギョン氏、江原道女性同盟組織代表チェ・ミョン

スク氏、黄海北道女性同盟組織代表リ・ヨンオク氏、平壌市女性同盟組織代表キム・イ

ンスク氏、咸鏡南道女性同盟組織代表トン・ミニョ氏、人民軍女性同盟組織代表ソン・

ウヘ氏が討論した。 

南浦市女性同盟組織代表キム・ヘヨン氏、羅先市女性同盟組織代表チェ・ヒャンスン

氏、慈江道女性同盟組織代表リ・ジョンファ氏、黄海南道女性同盟組織代表シン・ヨン

エ氏、平安北道女性同盟組織代表リ・スクヒ氏、開城市女性同盟組織代表キム・ギョン

シム氏が書面討論を提起した。 

 討論では総括期間、同盟活動で収められた成果と経験、現れた欠陥とその原因が分析

総括された。討論者は、思想教育を単位の特性と大衆の審理に即して実効性あるように

おこない、典型単位創造熱風、社会主義競争熱風の中に同盟組織の戦闘力を強めてきた

成果と経験を言及した。組織・政治事業を方法論あるようにおこない数多くの女盟同盟

員が人民経済主要部門に進出したことについてと「一人はみんなのために、みんなは一

人のために！」というスローガンを高く掲げてチョンリマ時代の女性のように互いに助

け、導きながら団結した力で鉄鋼材増産に資する善行を探しておこなったことに対する

経験が紹介された。 

討論では、同盟思想活動において形式主義を克服することができず、大衆運動に対す

る組織と指導を正しくできなかった問題、反社会主義、非社会主義的現象を掃き捨てる

ための闘争を強く展開しなかった問題をはじめ女性同盟活動で現れた欠陥が批判され

た。討論者は、新しい決心と覚悟のもとで奮発して同盟活動を党の思想と意図通りにお

こなう決意を披れきした。討論を注意深く聞きながら参加者は、図式と硬直、旧態依然

な活動方式を徹底的に克服し、革新的な眼識と進取的な活動振りで仕事を大胆に革新す

ることに革命偉業に対する忠実性と革命家的姿勢があることを深く刻んだ。 

 大会では第 2 の議案「朝鮮社会主義女性同盟中央検査委員会活動総括」に関する報告

に続いて討論が行われ、決定書が全会一致で採択された。 

 大会では第 3 の議案「朝鮮社会主義女性同盟規約改正について」が討議された。革命

発展の要請と女性同盟建設原理に合うように修正、補充された朝鮮社会主義女性同盟規

約改正に対する報告に続いて決定書が代表者の全会一致で採択された。 

大会では第 4 の議案「朝鮮社会主義女性同盟中央指導機関選挙」を討議した。朝鮮社

会主義女性同盟中央委員会を選挙した。推薦された女性同盟中央委員会委員および委員

候補の候補者全員が代表者の全員賛成で女性同盟中央委員会委員および委員候補に選

挙された。 
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 女性同盟中央委員会第 7 期第 1 回総会が行われた。李日煥朝鮮労働党中央委員会書

記が女性同盟中央委員会第 7 期第 1 回総会の結果を発表した。女性同盟中央委員会執

行委員会が選挙された。女性同盟中央委員会委員長にキム・ジョンスン氏、副委員長と

してチャ・ヒョンオク氏、リ・ヒャンスク氏、ソン・ミョンエ氏、リ・ヘイム氏が選挙

された。民主女性同盟中央委員会組織委員会が構成された。朝鮮社会主義女性同盟中央

検査委員会委員長、副委員長、委員たちが選挙された。女性同盟中央委員会部長が任命

された。 

 大会は新たに選挙された第 7 期女性同盟中央指導機関メンバーとして大会決定書草

案作成委員会を選挙し、委員会は第 1 の議案に対する決定書草案を総合的に審議した。 

大会では金正恩総書記の書簡に提示された綱領的課題を貫徹するための活動内容と

代表者の創意的で、建設的な提議が補充、反映された第 1 の議案に対する決定書が全会

一致で採択された。 

 

大会は歌謡「金正恩将軍命を賭して死守する」の奏楽で終わった。 
 

朝鮮労働党中央委員会第 8期第 2回政治局拡大会議開催 

 2021 年 6 月 30 日付『労働新聞』によれば、朝鮮労働党中央委員会政治局は、党と国

家の重要政策的課題の実行で現れた一部の責任幹部の職務怠慢行為を重大に取り扱い、

全党的に幹部革命の新たな転換点をもたらすために同月 29 日、党中央委員会の本部庁

舎で拡大会議を招集した。 

 朝鮮労働党総書記である金正恩総書記が、会議を指導した。政治局拡大会議には、党

中央委員会政治局常務委員会の委員と政治局の委員、委員候補、党中央委員会の活動家、

省、中央機関の党・行政責任活動家、各道党責任書記と各道人民委員長、市・郡と連合

企業所の党責任書記、武力機関、国家非常防疫部門の当該の活動家が出席した。 

 金正恩総書記は、議案の討議に先立って党中央委員会の総会直後に政治局拡大会議を

招集することになった目的に言及した。 

金正恩総書記は、国家の重大事を受け持った責任幹部が世界的な保健危機に備えた国

家非常防疫戦の長期化の要求に応じて組織・機構的、物質的および科学技術的対策を立

てるべきだという党の重要決定の実行を怠ることによって、国家と人民の安全に大きな

危機を醸成する重大事件を生じさせたことと、それによって招かれた重大な結果につい

て指摘した。 

 金正恩総書記は、党大会と党総会が討議、決定した重大課題の貫徹にブレーキをかけ、

妨げる重要因子は、幹部の無能と無責任感であると厳正に分析し、幹部の中で現れる思

想的欠点とあらゆる否定的要素との闘争を全党的にいっそう力強く繰り広げることに

言及した。 

金正恩総書記は、わが党と革命の前進を妨げる基本障害物、歯止めが何かをことごと
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く暴き、幹部陣容の現実態に警鐘を鳴らして全党的な集中闘争、連続闘争の序幕を開く

ところに今回の会議の真の目的があると述べ、本会議で討議することになる各案件を提

起した。 

 党中央委員会政治局は、上程された案件を一致可決で承認した。 

 政治局拡大会議では、党決定の実行で現れた党および国家幹部の非党的行為から深刻

な教訓を汲み取ることに関する問題が主要議案として討議された。 

 政治局会議では、資料報告があった。報告では、全党の党員と人民の大いなる信頼と

期待、党と革命に対し担っている崇高な責任と使命に背いて党の決定と国家的な 重大

課題の遂行を怠った一部の責任幹部の職務怠慢行為が詳細に通報された。また、全党の

組織的意思、至上の命令である党中央の決定、指示を貫徹するために 大の慎重さを期

して苦心奮闘せず、ことなかれ主義と消極性にとらわれて党の戦略的構想の実現に阻害

をきたし、人民生活の安定と経済建設の全般に否定的影響を及ぼした過ちの重大さが辛

辣に分析された。 

 会議では、党中央委員会の各総会で討議、決定した重要課題の貫徹で無知と無能力、

無責任感を発露させた幹部に対する鋭い批判が行われた。討論に参加した党中央指導機

関のメンバーは、歴史的なわが党大会の権威を断固と守り、5 カ年計画の確固たる展望

を開く上で要の意義を持つ 2 度の党総会の決定を無条件徹底的に、献身的に実行すべき

責任幹部が党中央の構想と指導の実現に害毒の結果を及ぼすようになった思想的根源

について党的原則から政治的に鋭く分析、批判した。彼らは一様に、党中央の政治的信

任と期待を受けて党と国家の重要職務を受け持っている責任幹部らが現在、祖国と人民

の安全、死活がかかっている国家非常防疫システムの持続的強化と国の経済活動と人民

生活の安定を重大に阻害したことについて深刻に指摘した。 

 各討論者は、党総会が決定、示達した国家的な政策を歪曲実行した彼らの無能と無責

任な活動態度は単なる実務的過ちではなく、党と国家の苦衷を一身を賭して自分自身が

軽減させるという自覚に欠けていることから生じた激甚な怠慢、怠業行為であると強く

糾弾した。 

会議の参加者は、活動家の保身と消極性、主観と独断がわれわれの前進を阻み、党と

人民の利益を害する主たる歯止めであるという深刻な教訓を汲み取り、職位をとわず党

的修養と鍛練をいっそう強化すべき必要性を改めて痛感した。 

 会議では次に、党の決定に対する態度と観点が不透明で、敗北主義に陥って受け持っ

た事業を革命的に展開していない中央と地方の一部の活動家に対する資料通報があっ

たし、彼らを党的に、法的に徹底して検討、調査し、当該の対策を立てることに関する

決定が承認された。 

金正恩総書記が、綱領的な結語を述べた。金正恩総書記は、第 8 回党大会以降、党中

央指導機関のメンバー をはじめとする幹部、各級単位の活動家の責任と役割の重要性

がいっそう浮き彫りになっていると述べ、革命が前進し、環境が厳しいほど、幹部陣容
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の精幹化に優先的な力を入れるべき必要性とわが党の幹部政策の重要改善方向に言及

した。金正恩総書記は、党と国家の指導幹部の中で現れた非党的行為の重大さに対する

党中央委員会の見解を披歴した。現在、幹部の根深い無責任感と無能力こそ、党政策の

実行に人為的な難関を生じさせ、革命事業の発展に莫大な阻害を及ぼす主たるブレーキ

であることについて深刻に指摘し、幹部は自身に対する要求度を強め、非常な責任感と

実務能力をもって課された責務を全うしなければならないと強調した。 

 金正恩総書記は、幹部の中で普遍的に現れている熱しやすく冷めやすい活動態度と経

験主義と古い思考観点について深刻に批判した。金正恩総書記は、幹部が自身の政治的・

実務的資質を向上させ、革命的活動作風と風貌を身につけるために絶え間なく努力せず、

党組織が幹部に対する組織的統制と教育を強化しなければ、党決定の実行で牽引力が落

ちるのはもちろん、党の重要政策課題が正確に実現しないということについて指摘した。

わが党が党創立の初期から堅持している仁徳政治と包容政策は決して、幹部のためのも

のではなく、平凡な勤労人民大衆に該当する政策であると述べ、党は活動する真似をす

るだけで心から国と人民を心配せず、地位維持をする幹部をかばう権利が絶対にないと

いうことを明確にし、幹部の非革命的な闘争姿勢と観点、行為を克服するための攻勢的

かつ持続的な、強力な闘争を展開する意志を明らかにした。 

 金正恩総書記は、今回の政治局拡大会議の精神に立脚して、わが党の幹部政策を改め

て研究、考察すべき必要性と重要な問題点に言及した。今こそ、先鋭に提起される経済

問題を解決する前に、幹部革命を起こすべき時であると述べ、わが党が自己発展の全行

程で終始一貫重視し、推し進めてきた幹部革命は朝鮮革命の現局面に合わせていっそう

度合い強く、優先的に深化させなければならない全党的な重大課題であると言明した。 

 金正恩総書記は、対幹部活動体系と方法を発展する現実の要求に伴わせ、幹部自身が

革命的修養と鍛練を絶えず強化することについて強調した。特に重要なのは、幹部が自

分の政治意識を目的意識的に高めることであると述べ、幹部なら当然、自分の党の路線

と政策を熟知して党的・国家的眼識で現実と提起される問題を正確に透視することがで

き、そこから自分の取り分を探してその実現のために闘うことのできる観点と活動気風

を身につけるべきであると指摘した。幹部の政治意識を高めるためには、党生活を通じ

た教育と鍛練も強めなければならないと述べ、幹部は誰かが統制し要求してよりも、党

と革命のために、自分の党組織の戦闘力強化のために、自分自身の政治的生命のために

党組織・思想生活に誠実に参加して革命的に修養、鍛練すべきであると述べた。 

 金正恩総書記は、党の決定は朝鮮革命の前進方向を明らかにした組織的意思、闘争綱

領であり、その実行の責任は幹部の肩の上に載せられていると述べ、幹部が党の決定を

骨が砕けても無条件に貫徹する革命的気風を体質化することに言及した。 

金正恩総書記は、幹部革命においてわが党が特別に注目を払うのは、活動作風と道徳

品性であると述べ、全ての幹部が自分の活動作風と道徳品性にわが党の権威とイメージ

が載せられていることをつねに銘記すべきであると指摘した。 
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 金正恩総書記は、各級党組織が幹部陣容を忠実性において、そして革命性、人民性、

実力において充実に準備された人々で精幹化、精鋭化することについて重要に強調した。 

会議では次に、組織問題が取り扱われた。党中央委員会の政治局常務委員会委員、政治

局委員、委員候補を召還および補欠選挙し、党中央委員会の書記を召還および選挙した

し、国家機関の幹部を転勤および任命した。 
 

金正恩総書記が習近平総書記に祝電 

 2021 年 7 月 1 日付『労働新聞』によれば、金正恩総書記が中国の習近平総書記に中

国共産党創立 100 周年に際して祝電を送った。祝電の内容は次の通り。 

 

北京 

 

中国共産党中央委員会総書記 

中華人民共和国主席 

習近平同志 

 

私は、中国共産党創立 100 周年に際して朝鮮労働党の全ての党員と朝鮮人民、そして私

自身の名で尊敬する習近平総書記と中国共産党の全ての党員と中国人民に熱烈な祝賀

と温かい同志的あいさつを送ります。 

 

中国共産党の創立は中華民族の運命開拓と中国の社会主義偉業の遂行において画期的

意義を持つ歴史的出来事でした。 

 

中国共産党は血みどろの闘争で革命の勝利を収め、人民が主人となった新しい中国をう

ち建てたし、歴史のあらゆる風波を切り抜けて中国特色の社会主義の道を開拓し国家の

富強と人民の幸せをもたらしました。 

 

第 18 回党大会以降、習近平総書記は、中国共産党と中国人民を導いて初歩的に富裕な

社会の全面的な建設と貧困を完全になくすための闘いで画期的勝利を収めたし、世界的

な保健危機を成功裏に克服し、国の総合的威力と国際的地位を非常に高めました。 

 

数千年の歴史にあったことのない変革と奇跡を記した中国共産党の 100 年史は、党の

指導と中国特色の社会主義こそ、中華民族の復興を実現する も正確な選択であり、保

証であることを実証しました。 

 

朝鮮の党と人民は、中国の社会主義建設で収められている全ての成果を自分の事のよう
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にうれしく思っています。 

 

こんにち、中国共産党と中国人民は新時代の中国特色の社会主義思想の旗印を高く掲げ、

社会主義現代化国家を全面的に建設する新しい歴史的道程に入りました。 

 

中国共産党に対する敵対勢力の悪辣な誹謗中傷と全面的な圧迫は断末魔のあがきに過

ぎず、何をもってしても金正恩総書記の周りに結集し新たな勝利を目指して力強く前進

する中国人民の前途を阻むことはできません。 

 

朝鮮の党と人民は、社会主義建設を促し、国の主権と領土保全、世界の平和を守り抜く

ための中国共産党の偉業を確固と支持するとともに、中国人民が総書記の指導の下で中

国の夢を実現するための闘いで引き続き立派な成果を収めるものと確信します。 

 

こんにち朝中両党、両国は、複雑多端な国際情勢下でも、社会主義、共産主義偉業の正

当性に対する信念を固く持ち、戦闘的友誼と血縁的紐帯の威力で、際会する難関と困難

を果敢に切り抜け、より輝かしい未来に向けて邁進しています。 

 

朝鮮労働党と中国共産党は、帝国主義に反対し社会主義を建設する長い闘争過程で生死

苦楽を共にし、誇らしい親善の歴史をつづってきた真の同志であり、戦友です。 

 

朝鮮労働党は中国共産党としっかり団結し、時代の要求と両国人民の念願に即して朝中

親善を新たな戦略的高さへと昇華発展させて、わが両党の共同の偉業である社会主義建

設が、いかなる情勢の変化と挑戦にも微動だにせず、活力をもって前進するように力強

く促していくでしょう。 

 

習近平総書記が健康で、責任ある活動でさらなる成果を収めることと、中国共産党の指

導の下で中華人民共和国が隆盛、繁栄し、中国人民が幸せであることを心から願います。 

 

朝鮮労働党総書記 

朝鮮民主主義人民共和国国務委員長 

金正恩 
 

最高人民会議常任委員会第 14 期第 15 回総会開催 

 2021 年 7 月 2 日付『労働新聞』によれば、 高人民会議常任委員会第 14 期第 15 回

全員会議が 1 日、平壌の万寿台議事堂で行われた。 

 崔竜海 高人民会議常任委員会委員長が、全員会議を執行した。パク・ヨンイル 高
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人民会議常任委員会副委員長、高吉先書記長をはじめとする 高人民会議常任委員会の

委員が、全員会議に出席した。 高人民会議常任委員会と内閣事務局、省、中央機関、

司法・検察、社会安全機関の当該の活動家が傍聴した。 

 総会では、朝鮮民主主義人民共和国の金属工業法、化学工業法、機械工業法、麻薬犯

罪防止法の採択と朝鮮民主主義人民共和国朝鮮人参法の修正、補足に関する問題が議案

として上程された。 高人民会議法制委員会で審議された当該各法と修正・補足案の基

本内容に関する報告があった。金属工業法、化学工業法、機械工業法、麻薬犯罪防止法

には、国の基幹工業部門に投資を集中して生産基盤をより強固に築き、金属、化学、機

械製品の生産、供給および販売、条件保障に関する制度と秩序を確立して、国家の経済

発展戦略、経済政策を徹底的に実行し、国家社会制度の安定と人民の生命・健康を害す

る違法行為を未然に防ぐための条項と、当該法の履行において提起される原則的問題が

具体的に明示された。 

 修正された朝鮮人参法には、朝鮮人参の栽培と買取り、加工、販売、輸出などについ

て規制した部分がより細分化、具体化されたし、法違反行為の重大さの程度に応じた処

罰内容と、刑事的責任まで負わせるという条項が補足された。 

 総会では、上程された議案に対する研究・討議に基づいて、 高人民会議常任委員会

政令「朝鮮民主主義人民共和国金属工業法を採択することについて」「朝鮮民主主義人

民共和国化学工業法を採択することについて」「朝鮮民主主義人民共和国機械工業法を

採択することについて」「朝鮮民主主義人民共和国麻薬犯罪防止法を採択することにつ

いて」「朝鮮民主主義人民共和国朝鮮人参法を修正、補足することについて」が、全員

一致で採択された。 

 総会は、 高人民会議常任委員会と内閣、関係機関で遵法教育をさまざまな形式と方

法で行ない、法執行のための施行規定、細則を法制定法の要求に即して作成、示達し、

法的闘争を強力に展開して、党大会と党中央委員会の各総会で提示された課題の貫徹を

法的に保証することについて強調した。 
 

金正恩総書記が錦繍山太陽宮殿を訪れる 

 2021 年 7 月 8 日付『労働新聞』によれば、金正恩総書記が 7 月 8 日零時、錦繍山太

陽宮殿を訪れた。朝鮮労働党中央委員会政治局員と党中央指導機関メンバーが参加した。

金日成主席と金正日総書記の立像に金正恩総書記が捧げる花かごが献じられた。 

朝鮮労働党中央委員会、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会、朝鮮民主主義人民共和

国 高人民会議常任委員会、朝鮮民主主義人民共和国内閣の名義による花かごが献じら

れた。 

 金正恩総書記は、参加者と共に金日成主席と金正日総書記の立像を仰いで気高い敬意

を表した。 
 

金正恩総書記と習近平総書記の祝電交換 
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 2021 年 7 月 11 日付『労働新聞』によれば、金正恩総書記が、中国の習近平総書記に

祝電を送った。祝電の内容は次の通り。 

 

北京 

 

中国共産党中央委員会総書記 

中華人民共和国主席 

中華人民共和国中央軍事委員会主席 

習近平同志 

 

私は朝中友好、協力および相互援助に関する条約締結 60 周年に際して、朝鮮労働党と

朝鮮民主主義人民共和国政府と人民そしてわたし自身の名で金正恩総書記と金正恩総

書記を通じて中国共産党中央委員会と中華人民共和国政府、中国人民に熱烈な祝賀を送

ります。 

朝中友好、協力および相互援助に関する条約の締結は、反帝・自主、社会主義を目指す

道で血潮で結ばれた朝中友好を強固な法律的基礎の上で長期的に発展させていこうと

する、両党、両国政府、両国人民の確固たる意志を万邦に誇示した歴史的な出来事でし

た。 

これまで 60 年間、朝中両国は歳月のあらゆる風波の中でも生死苦楽を一緒にし、共同

偉業のための闘争で変わることなく支持し、物心両面にわたって協力しながら、誇らし

い友好の歴史を刻み込んできました。 

近年。前例なく複雑多端な国際情勢の中でも、朝中間の同志的信頼と戦闘的友誼は日々

厚くなっており、伝統的な朝中友好は新しい推進力を受けて、政治、経済、軍事、文化

をはじめとする各分野でより高い段階へ全面的に昇華発展しています。 

朝中友好、協力および相互援助に関する条約は、敵対勢力の挑戦と妨害策動がより悪ら

つになっているこんにち、両国の社会主義の偉業を守り、促し、アジアと世界の平和と

安定を保障するうえでいっそう強い生命力を発揮しています。 

朝中友好・協力関係を新しい時代の要求と両国人民の念願に即して絶えず強化発展させ

ていくことは、わが党と政府の確固不動の立場です。 

わが党と政府と人民は今後も、両国の貴重な共同の富である朝中友好をこの上なく大事

にし、社会主義、共産主義を建設する聖なる一路において、中国共産党と中国政府、中

国人民と固く手を取合って進むでしょう。 

私は中国党と人民が、尊敬する金正恩総書記の指導の下で、中国特色の社会主義建設で

刮目に値する成果を成し遂げ、党創立 100 周年を盛大に慶祝したことについてとても

うれしく思い、社会主義現代化国家を全面的に建設し、中華民族の復興を実現するため

の活動で引き続き大きな前進を成し遂げることを願います。 
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習近平金正恩総書記が健康で、国の繁栄と人民の幸福のための責任ある活動でより大き

な成果を収めることを心から願います。 

 

朝鮮労働党総書記 

朝鮮民主主義人民共和国国務委員場 

朝鮮民主主義人民共和国武力 高司令官 

金正恩 

 

チュチェ 110（2021）年 7 月 11 日平壌 

 

 中国の習近平総書記が金正恩総書記に祝電を送った。祝電の内容は次の通り。 

 

平壌 

 

朝鮮労働党総書記 

朝鮮民主主義人民共和国国務委員長 

朝鮮民主主義人民共和国武力 高司令官 

金正恩元帥 

 

尊敬する金正恩総書記、 

 

私は、中朝友好、協力および相互援助に関する条約締結 60 周年に際して中国共産党と

中国政府、中国人民を代表してそしてわたし自身の名であなたとあなたを通じて朝鮮労

働党と朝鮮政府、朝鮮人民に熱烈な祝賀と心からの祝福の挨拶を送ります。 

1961 年、中朝老世代指導者たちは遠く先を見通して、中朝友好、協力および相互援助

に関する条約を締結する戦略的決断を下すことによって、両国人民が血潮で結んだ戦闘

的友好を強固なものにし、両国の長期的な友好協力を促すための重要な政治的、法律的

基礎を築きました。 

これまで 60 年間中朝双方は、条約の精神にのっとって互いに固く支持し、手を取合い、

肩を組み闘いながら、両党、両国間の兄弟的な伝統的友好を強化してきたし、社会主義

偉業の発展を促し、地域と世界の平和と安定を守り抜きました。 

近年私は、金正恩総書記と幾度にわたる対面を通じて、両党、両国関係の発展の展望を

設計し、中朝友好の時代的内容を豊かにする一連の重要な共通の認識を成し遂げました。 

 

今世界的に、百年ぶりに初めての大変化が急速に起きています。 

私は金正恩総書記と共に、戦略的意志疎通を強化して、中朝関係の前進方向をうまくと
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らえ、両国の友好・協力関係を絶えず新しい段階へと導いていくことで、両国と両国人

民にさらなる幸福を与える用意があります。 

われわれは数日前に中国共産党創建 100 周年を盛大に慶祝しました。 

金正恩総書記が私に熱情的な祝電を送ってくれたことについて今一度謝意を表します。 

こんにち朝鮮人民は一心団結して朝鮮労働党第 8 回大会決定貫徹に全力を尽くしてい

ます。 

中国は、朝鮮が経済と人民生活を発展させ、社会主義建設偉業を力強く推し進めている

ことについて断固支持します。 

金正恩総書記の指導の下で、朝鮮党と人民が必ず新しくてさらなる成果を収めることを

確信します。 

貴国の隆盛・繁栄、人民の幸福と安寧を願います。 

 

中国共産党中央委員会総書記 

中華人民共和国主席 

中華人民共和国中央軍事委員会主席 

習近平 

 

2021 年 7 月 11 日北京 
 

重要芸術団体の創作家、芸能人に対する国家表彰授与式 

 2021 年 7 月 12 日付『労働新聞』によれば、国務委員会演奏団をはじめとする重要芸

術団体創作家、芸能人に対する朝鮮民主主義人民共和国名誉称号と勲章の国家表彰授与

式が同月 11 日、平壌の万寿台議事堂で行われた。 

 李日煥朝鮮労働党中央委員会書記、高吉先 高人民会議常任委員会書記長、スン・ジ

ョンギュ文化相、重要芸術団体創作家、芸能人がこれに参加した。 

 朝鮮民主主義人民共和国 高人民会議常任委員会政令を李日煥書記が伝達した。 

国務委員会演奏団声楽俳優キム・オクチュ氏に朝鮮民主主義人民共和国人民俳優称号が

授与された。 

 

国旗勲章第 1 級 

リ・ミョンイル、パン・チョルジン 

 

国旗勲章第 2 級 

パク・ミョンソン、カン・チョルボン、パク・ソンナム、キム・ウンイル、キム・ガン

ナム、キム・ジュイル、パク・ヨンイル、チョ・ソリム、シン・ジュギョン、ぺ・ソン

グク 
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国旗勲章第 3 級 

アン・リョングォン、キム・ヒョンイル、キム・イェソン 

 

授与式では、国務委員会演奏団団長兼指揮者であるリ・ミョンイル、声楽俳優キム・

オクチュさん、勲功国家合唱団の作曲家パク・ソンナムの各氏が、決意討論をおこなっ

た。 

 

金正恩総書記が国家表彰を授かった重要芸術団体創作家、芸能人に会い祝福 

2021 年 7 月 12 日付『労働新聞』によれば、金正恩総書記が同月 11 日、国家表彰を

授かった重要芸術団体創作家、芸能人に会って祝った。 

 金正恩総書記は、党中央の信任と人民の期待を心に刻んで革命的な創作創作気風でチ

ュチェの音楽発展に特出した貢献をした重要芸術団体創作家、芸能人一人ひとりの手を

温かく取って鼓舞、激励した。 
 

金正恩総書記が中国における水害と関連し習近平主席に見舞いの口頭親書 

 2021 年 7 月 24 日発『朝鮮中央通信』によれば、金正恩総書記が、中国の習近平国家

主席に、 近、中国の河南省をはじめ複数の地域で洪水が発生して多くの人的・物的被

害を受けたことで見舞いの口頭親書を送った。 

金正恩総書記は、水害と関連して習近平主席に深甚なる見舞いを表し、犠牲者と遺族

に深い哀悼の意を伝え、被害防止と復旧戦闘の第一線で献身奮闘している中国共産党の

党員と中国人民解放軍の軍人に戦闘的あいさつを送った。 

 金正恩総書記は、水害の悪影響を一日も早く克服し、水害被災者を安定させるための

習近平主席と中国共産党と人民の闘いを全面的に支持すると強調した。 

 金正恩総書記は、習近平主席の指導と中国共産党員と人民の献身的な努力によって被

災地の人民が近いうちに自然の災難を克服し、安定した生活を回復するとの確信を表明

した。 
 

「北南通信連絡線の再稼動に関する朝鮮中央通信社報道」 

2021 年 7 月 27 日発『朝鮮中央通信』は、北南通信連絡線の再稼動に関する次のよう

な報道を発表した。 

 

現在、全同胞は挫折と沈滞状態にある北南関係が一日も早く回復されることを切に望ん

でいる。 

これに関連して北南の首脳は 近、数回にわたってやり取りした親書を通じて断絶して

いる北南通信連絡ルートを復元することで互いに信頼を回復し、和解を図る巨歩を踏み

出すことで合意した。 
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両首脳の合意に従って北南双方は 7 月 27 日 10 時から、すべての北南通信連絡線を再

稼動する措置を取った。 

通信連絡線の復元は、北南関係の改善と発展に肯定的な働きをすることになるであろう。 
 

第 7 回全国老兵大会 

 2021 年 7 月 28 日付『労働新聞』によれば、同月 27 日、第 7 回全国老兵大会が行わ

れ、金正恩総書記が参席し、演説を行った。 

大会には偉大な年代の主人公である祖国解放戦争参戦者と戦時功労者が出席した。ま

た、英雄的共和国武力の将兵と新世代の青年大学生、革命学院の教職員、生徒が参加し

た。 

 崔竜海 高人民会議常任委員会委員長、趙甬元朝鮮労働党中央委員会書記、金徳訓内

閣総理の同志が幹部壇についた。党と政府の幹部である李日煥、呉日晶、鄭京擇、金栄

煥の各氏と各道党の責任書記が幹部席に就いた。朴正天、クォン・ヨンジン、李永吉の

各氏をはじめとする武力機関責任幹部が共に席についた。 

 第 7 回全国老兵大会開会が宣言されると、朝鮮民主主義人民共和国国歌が荘重に奏楽

された。 

 金正恩総書記が熱情に満ちた意義深い祝賀演説「戦勝世代の偉大な英雄精神は立派に

継承されるだろう」をおこなった。演説の内容は次の通り。 

 

尊敬する参戦老兵の皆さん！ 

われわれがつねに尊敬し、鑑として押し立てる革命の大先輩である皆さんと再び席を

共にし、わが祖国の偉大な戦勝節を慶祝することになったので、喜びと感激を禁じるこ

とができません。 

わが国家と人民にとって年々歳々、胸を張って誇らかに追憶すべき偉大な戦勝の歴史

は、千金万金をもってしても換えられない第一の財産です。 

 ことに、伝説的な英雄時代の主人公、生き証人である老兵たちをそばにいてくれて、

たびたびお会いできることは、われわれの世代が享受する無上の幸運であり、光栄です。 

 私は、3 年間の苛烈極まる戦火の中で奇跡的な戦勝の神話を生み出し、自分の時代を

英雄的に輝かせたばかりでなく、今日はこのように健康な姿で戦勝節の行事に参席して

くださった尊敬する老兵の皆さんと、全国の祖国解放戦争参戦者や戦時功労者たちに頭

を下げて謹んで感謝の挨拶を送ります。 

 また、祖国の自主権と栄誉を守って青春も生命も惜しみなく捧げた人民軍烈士や愛国

烈士に崇高な敬意を表し、堅忍不抜の力強い闘争の中で勝利の 7・27 を迎える全ての人

民に熱烈な祝賀の挨拶を送ります。 

 併せて、わが祖国の も厳しい時期に帝国主義侵略を撃退する同じ塹壕で貴い血を惜

しみなく流した中国人民志願軍の烈士たちに崇高な敬意を表するとともに、志願軍の老
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兵の皆さんにも温かい挨拶を送ります。 

 尊敬する老兵の皆さん！ 

わが共和国の栄光に満ちた発展行路で革命の第 2 世である戦勝世代が積み上げた功

績は、歴史的高峰として高くそびえ立ち光り輝いています。 

強大かつ美しいこの朝鮮の貴重な全てのものは、皆さんが代表する偉大な世代の功績

と一つにつながっています。 

 数千万人民の自由な生活と真のわれわれの制度、秀麗な山河と沃野千里、貴重な天然

資源は、祖国の寸土をも血をもって守り抜いた無数の勇士たちの偉勲を離れては考える

ことができません。 

 1950 年代の勇敢な祖国防衛者たちがアメリカ帝国主義の強盗さながらの侵略を決死

の覚悟で撃退したからこそ、今日に至る幾世代の子孫が奴隷の受難を知らず、自主的人

民の尊厳を保つことができました。 

 アメリカ帝国主義をかしらとする追随国の武力侵犯者を打ち破り、戦勝という驚異的

な未曽有の出来事をもたらした戦勝世代の偉大な功績があったがゆえに、祖国の運命と

未来が救われ、われわれ次世代は英雄朝鮮、英雄人民という偉大な名声と栄誉を譲り受

けることができました。 

 同志の皆さん！ 

わが祖国の歴史に金文字で記された戦勝世代の功績の中で も貴重で高価なのは、英

雄的な闘争精神と気風を創造したことです。 

偉大な勝利と奇跡を生んだ闘争精神は、いくら歳月が流れても光を失わず、新しい勝利

と奇跡を生み出す尽きせぬ源です。 

 戦勝世代が発揮した偉大な英雄精神を噛みしめてみると、その一つひとつは全て世人

を驚嘆させ、心を揺さぶるものばかりです。 

 党と領袖のために、領袖に立てた誓いをあくまで守るために躊躇することなく 後の

決戦に飛び込み、死地にあっても 高司令部に思いを馳せて、不死鳥のごとく勇敢に戦

った人民軍戦士たちの剛毅な精神力は、世人を驚嘆させる戦勝の神話を生み出しました。 

 つねづね考えていることですが、老兵たちにお会いするたびに、祖国解放戦争の困難

さと苛烈さ、敵撃滅の烈しい白兵戦がそのまま生き生きと感じられ、今日われわれが戦

火の勇士のように闘っているのかを改めて自覚するようになります。 

 そうすると、当代の も厳しい挑戦や危険にもめげず、不敗の強い精神力を発揮した

偉大な年代の勝利者におのずから頭が下がります。 

 祖国の自由と独立のために、子孫の生活のために輝かしい偉勲を立てましたが、われ

われの戦勝世代は、一度たりとも血潮を流した代価を望んだことがありませんでした。 

 戦争の傷跡をいやし、廃虚と化した国を復旧すべき大きな重荷を再び進んで担ったの

は戦勝世代でした。 

 前線から戻ってきた勇士たちも、銃後で屈することなく戦った人たちも、不幸や苦痛
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に耐え抜き、先に逝った戦友の遺志どおり、彼らの分まで 10 倍、20 倍の仕事をより多

く、より早くやり遂げるのを当然の道義や信義、本分と見なしました。 

 単なる復旧ではなく、より大きく、より立派に打ち立てて、復興建設でも朝鮮人の気

概を示そうという金日成同志の呼びかけに応え、廃虚の中で自主強国の建設を始めた戦

勝世代は、無から有をつくり出し、不可能を可能にしながら他人が 1 歩歩むとき 10 歩、

100 歩を歩みました。 

 気をゆるめることなく刻苦奮闘し、歳月を縮めた栄えある建設者たちによって、英雄

朝鮮がチョンリマ朝鮮として一層光を放ち、富国強兵の近道である経済と国防の並進と

いう歴史 的課題が成功裏に実現しました。 

 わが党と人民が年代を継いで鑑としている、党中央を絶対的に支持し、革命的大高揚

をもって防衛する立派な闘争伝統と、「一人はみんなのために、みんなは一人のために」

という気高い集団主義気風、共産主義的人間関係もこの偉大な革命世代が創造したもの

です。 

 戦勝世代の犠牲的かつ献身的な闘争があったがゆえに、廃墟の中でも人民がおり、領

土があり、党と政権があれば、いくらでも新しい生活を創造し、豊かに暮らすことがで

きるというチュチェの哲理が素晴らしい現実として実証されました。 

 社会主義建設の各年代に、われわれの参戦老兵や戦時功労者は、砲煙弾雨をくぐり、

血を流して戦った戦火のあのときのように生きているかをつねに自覚し、変わることな

く服務の道を歩み続け、新しい世代も剛直で堅実に生き、闘うように導きました。 

 まさにこれが、われわれがこの上なく尊敬し感謝してやまない戦勝世代の高潔な精神

世界です。 

 戦勝世代の偉大な英雄精神を受け継いだことによって、わが党と人民は何回もの戦争

に匹敵する社会主義防衛戦の厳しい試練を乗り越えて、革命に提起された壮大な大業を

勝利のうちに成し遂げることができました。 

 実に、われわれの栄えある朝鮮民主主義人民共和国を誉れ高く守り抜き、代々孫々引

き継ぐべき不滅の英雄精神を生み出した 1950 年代の祖国防衛者、祖国建設者こそは、

末永く称えて見習うべきありがたい恩人であり、真の師匠です。 

 同志の皆さん！ 

わが人民と新しい世代には、偉大な戦勝世代の子孫という何ものとも比べようのない

特別な矜持と自負があります。 

 戦勝世代の子孫としての栄誉ある使命は、偉大な領袖、偉大な党の指導の下に創造さ

れた偉大な勝利の伝統と英雄精神を立派に継承して、先達たちが守り抜き、打ち立てた

この国をより強大にし、限りなく繁栄させることです。 

 聖なるこの歴史的使命と本分をはっきりと自覚した世代は、絶対に衰退したり瓦解し

たりせず、勇敢に力強く前進するものです。 

 われわれは、新たな挑戦が立ちはだかり、膨大な課題が提起されるたびに、われわれ
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より先に、今より大きな挑戦をはねのけ、課題を遂行してきた革命の老世代、戦勝世代

を思い浮かべています。 

 今日、われわれにとって史上初の世界的な保健危機と長期的な封鎖による困難や隘路

は、戦争状況に劣らない試練の峠となっています。 

 しかし、戦勝世代が 大の国難に直面して 大の勇気を発揮し、 大の勝利と栄誉を

もたらしたように、わが世代もその立派な伝統を受け継いで、今日の厳しい試練をより

大きな新しい勝利に変えるでしょう。 

 社会主義強国建設の道程で今より厳しい逆境に際会しても、われわれは決して瞬時も

立ち止まらないでしょうし、戦勝世代の英雄精神を受け継いで打ち出した闘争目標を目

指してねばり強く突進するでしょう。 

 戦火の勇士たちが貴い生命と替えたこの地、老兵たちが一生をかけて愛国の誠実な足

跡を印してきたこの国土を、必ず全人民が何羨むことなく幸福を享受する復興強国に築

いていくでしょう。 

 そのためにわが党は、戦勝世代の高貴な思想的・精神的富が全ての人民と人民軍将兵、

新しい世代の血と肉になり、真の生活と闘争の栄養素になるようにするつもりです。 

 ひたすら自己の党のみを絶対的に信頼し、党の決定を命を捧げて貫徹した不屈の革命

精神、自らの力と勝利を確信し、祖国が直面した生死存亡の危機に立ち向かって一身を

ためらわずに捧げた決死の犠牲的精神、苦難と試練を乗り越えて復旧と建設に奮起した

不屈の闘争精神、困難な中でも互いに支え合い、助け合いながら社会主義の新生活を築

いた高尚な集団主義精神が、今日の闘争と生活の中に脈打つようにするでしょう。 

 愛国衷情の素晴らしい教科書である、祖国解放戦争期と戦後復興建設期、チョンリマ

大高揚期の赫々たる戦勝記と闘争記を誰もが忘れないようにし、戦時歌謡と創造や建設

の歌謡が各職場と持ち場でつねに響き渡るようにし、党政策貫徹の実践を通じて新しい

奇跡と偉勲が引き続き創造されるようにするでしょう。 

 老兵の皆さん！ 

 歴史的な朝鮮労働党第 8 回大会を契機に、朝鮮式の社会主義建設偉業は新たな激動の

時代を迎えており、全国は高揚した意気込みで沸き立っています。 

 わが革命武力は、いかなる情勢の変化や威嚇にも対処できる万端の準備を整えており、

英雄的な戦闘精神と気高い政治的・道徳的風格をもって自らの威力を一層不敗のものに

固めながら国家防衛と社会主義建設の 前線をしっかりと守っています。 

 数千数万の新しい世代の青年たちも、戦勝世代の立派な精神と気風を受け継いで、党

が呼びかける部門に勇躍志願しています。 

 戦勝世代が血をもって勝ち取った革命の獲得物は強固であり、わが国家、われわれの

社会主義偉業は洋々たるものです。 

 老兵たちが健康で長生きしてくれるだけでも、わが党と人民にとっては無限の力とな

り、朝鮮革命には大きな鼓舞となります。 
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 偉大な祖国解放戦争勝利 68 周年に際して、われわれの尊い参戦老兵と戦時功労者の

皆さんに今一度心からなる感謝の挨拶を送るとともに、同志たちの健康長寿を謹んで祈

ります。 

 戦勝世代の偉大な英雄精神は永遠に光り輝き、代を継いでしっかり継承されるでしょ

う。 

偉大な戦勝 7・27 万歳！ 

 偉大なわが祖国―朝鮮民主主義人民共和国万歳！ 

 

金正恩総書記が演説を終えると、再び嵐のような「万歳！」の歓呼の声が大会場を震

撼し、花火が上がった。 
 

習近平総書記が、金正恩総書記に答電 

 2021 年 7 月 30 日付『労働新聞』によれば、中国の習近平総書記が金正恩総書記に答

電を送った。内容は次の通り。 

 

平壌 

朝鮮労働党総書記 

朝鮮民主主義人民共和国国務委員長 

金正恩総書記 

 

金正恩総書記は、中国共産党創立 100 周年に際して朝早く熱情に満ちる祝電を送って

中国共産党が 100 年間、中国人民を団結させ、導いて収めた歴史的成果を高く評価して

くれました。 

 

これは、私自身と中国の党と人民に対する金正恩総書記と朝鮮の党と人民の友情を示す

ものです。 

私は、中国の党と人民を代表して心からの謝意を表し、金正恩総書記と朝鮮の党と人民

に心からのあいさつを送ります。 

私はこの機会に、金正恩総書記が中国の河南省をはじめ一部の地域で豪雨の被害を受け

たことに関連して私に特別に見舞いの口頭親書を送ってくれたことに謝意を表します。 

中国と朝鮮はいずれも、共産党が導く社会主義国家です。新しい情勢の下で、中国側は

朝鮮側と共に双方が成し遂げた重要な共通認識を立派に履行して中朝関係を立派に守

り、立派に強固にし、立派に発展させていくことで、両国での社会主義偉業の遂行に寄

与し、両国人民に幸福を与え、地域の平和と安定、発展と繁栄を成し遂げることに積極

的に寄与するでしょう。 

金正恩総書記が朝鮮の党と人民を導いて社会主義建設偉業の遂行でより新しくて大き
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な成果を絶え間なく収め、活動がスムーズであることを願います。 

 

中国共産党中央委員会総書記 

中華人民共和国主席 習近平 
 

朝鮮人民軍第 1回指揮官、政治幹部講習会開催 

 2021 年 7 月 30 日付『労働新聞』によれば、金正恩総書記の指導のもとで朝鮮人民軍

第 1 回指揮官、政治幹部講習会が同月 24 日から 27 日まで平壌市の 4・25 文化会館で

行われた。 

 朝鮮労働党中央委員会と朝鮮労働党中央軍事委員会は国家防衛力の中枢であり、わが

党の革命的武力である朝鮮人民軍の軍事・政治的威力と革命的闘争精神をいっそう向上

させ、党中央の重大な軍事戦略・戦術思想と変化した情勢の要求に合致する軍建設方向

と方針を軍事・政治幹部に再浸透、体得させるために全軍軍事・政治幹部の大会合を組

織した。 

建軍史上、初めて開催された今回の講習会は、朝鮮人民軍の各級部隊、連合部隊、大

連合部隊を朝鮮労働党の指導を忠実に従う鋼鉄の政治思想強兵、無敵必勝の戦闘隊伍に

つくり、この栄誉ある課題の遂行で軍事・政治幹部が中核としての責任と役割を果たす

ように覚醒、奮発させ、鼓舞、激励し、全面的に再武装させることに重点をおいて行わ

れた。 

 講習会には、朝鮮人民軍各軍種、軍団、師団、旅団、連隊軍事指揮官、政治委員が参

加し、朝鮮労働党朝鮮人民軍委員会執行委員会委員と朝鮮人民軍総政治局、朝鮮人民軍

総参謀部、朝鮮民主主義人民共和国国防省の幹部が参加した。 

 金正恩総書記が講習会の開講の辞を述べて 1 日目の会議を指導した。講習会では報告

があった。 

 

クォン・ヨンジン朝鮮人民軍総政治局長が報告を行った。報告者は、金正恩総書記が

わが革命の重大で要の時期に戦勝節に際して全軍の軍種、軍団、師団、旅団、連隊の軍

指揮官、政治委員の大規模講習会を催すようにしたことについて言及し、これには金日

成同志と金正日同志の不滅の軍指導の業績を代を継いで輝かし、人民軍の中核である指

揮メンバーを高い政治意識と革命的な活動作風、気高い道徳品性を身につけた党軍の真

の軍事・政治幹部に準備させようとする崇高な意図がこもっていると述べた。 

 報告では、党の軍事路線と政策を貫徹するための各級部隊と軍事・政治幹部の活動で

現れている主な欠陥とそれを生じさせた原因が具体的に分析された。 

 報告者は、すべての参加者が党第 8 回大会決定と重要党会議で提示された政策的課題

を体して各級部隊の戦闘力を全面的に強化し、今回の講習会を通じてその実現のための

政治的・思想的、軍事実務的準備をいっそううち固めることについて強調した。 
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講習会では討論が行われた。参加者は革命的党軍の軍事・政治幹部としての重大な使

命と責任を再び自覚し、部隊強化の経験と教訓の反映された討論を真摯に傾聽した。 

 講習会の 2 日目には 1 日目の会議に続いて討論がおこなわれた。 

 討論に参加した部隊、連合部隊長、政治委員は、自分の部隊を戦火の英雄戦士たちの

崇高な精神を受け継いだ党中央擁護の第一の決死隊に準備させ、一騎当千の銑拳を練磨

し、万端の決戦準備態勢を整えるための活動、軍人生活の改善と大建設戦闘で成し遂げ

た成果と経験に言及した。 

 討論では、戦闘・政治訓練と部隊の指揮・管理、軍人に対する教育活動をはじめ軍事・

政治活動で現れている欠点が深刻に分析、批判された。 

講習会では、党の軍事政策を忠実に支えて戦闘力強化と軍気確立、軍隊生活改善で先

頭に立っている模範的な部隊に対する評価があった。 

金正恩総書記は、党が打ち出した軍建設路線と方針の貫徹において現時期、人民軍に

提起される重大で革命的な闘争課題と講習会で提起された問題に対する綱領的な結語

を述べた。 

 金正恩総書記は結語でまず、建軍史上、初めてとなる全軍的な中堅指揮幹部の大講習

を催した趣旨について述べた。 

朝鮮人民軍第 1 回指揮官・政治幹部講習会は、歴史的な朝鮮労働党第 8 回大会が提示

したわが革命武力の 精鋭化、強兵火路線と課題を正確に、徹底的に貫徹するうえで各

級部隊の指揮官、政治幹部の役割を画期的に強めるために組織されたと述べた。 

 金正恩総書記は、部隊、連合部隊長、政治委員はわが革命武力の根幹を成す中核軍事・

政治幹部であり、 高司令部の作戦的企図に従って部隊を直接導いて戦う野戦指揮官、

野戦政治活動家であると述べ、指揮官、政治活動家をりっぱに準備させ、絶えず再武装

させるのはわが党が軍隊の現代化において一貫して維持する戦略的方針であると述べ

た。 

 金正恩総書記は、今回の講習会を戦勝節を選択して催したことに言及し、史上初めて

の挑戦と試練が重なり、一寸一寸を剛毅な意志と断固たる決断で切り抜けなければなら

ないいま、何よりも大事にして、こんにちの現実に再現すべきものが偉大な戦勝の伝統

であると述べた。 

 革命の継承は単に代を継いで譲るものではなく、闘争精神の継承、力強く生きて高鳴

る不屈の魂の継承であり、いくら歳月が流れても絶対に薄らいだ裏退色されることなく

より強烈に連綿と継承すべきものが戦勝世代の偉大な闘争精神であると言明した。 

 金正恩総書記は結語で、部隊、連合部隊、大連合部隊を強化するための総体的課題を

提示した。各級人民軍部隊に提起される総体的課題は朝鮮労働党の偉業に限りなく忠実

な不敗の戦闘隊伍につくることであると定式化し、これは各部隊を朝鮮労働党の思想と

指導に絶対忠誠、絶対服従する政治・思想集団につくり、すべての作戦と戦闘、部隊管

理と指揮官、兵士の軍務生活を朝鮮労働党の政策と方式通りに、党の意図通りに行って



46 
 

いくことを意味すると述べた。 

 人民軍は党の武装力であるだけに、すべての軍事・政治活動は当然、党の意志と力を

表し、党の声と同じであるべきであり、党の要求を実践することになるべきであると強

調した。 

 金正恩総書記は、人民軍の中に党の唯一的指揮体系を確立するための活動で堅持すべ

き原則的問題と課題について明らかにした。各級部隊で党政治事業と軍事活動のすべて

の契機と工程を党の思想と権威を擁護し、国家の安全を強化していく過程に確固と一貫

させ、党中央の命令指示を即時に受けとめ、決死の覚悟で貫徹する革命的軍風を徹底的

に確立することについて重要に教えた。 

 金正恩総書記は、指揮官、政治幹部が敵のいかなる軍事挑発にも能動的かつ攻勢的に

対処する準備を完成することに総力を集中すべきであると述べ、これは党とわが革命が

人民軍に与えた至上の命令であり、だれも代わることができず、指揮メンバーが生命を

かけて責任を負うべき焦眉の課題であると強調した。敵対勢力が狂信的で、執ような各

種の侵略戦争演習を強化し、わが国家を先制攻撃できる能力を引き続き体系的に拡大し、

軍費を増強している現状況は、緊張激化の悪循環を根源的に終わらせようとするわが軍

隊の決心と闘志をさらに撃発させていると述べた。すべての軍事・政治幹部が党と革命

に対する忠実性と活動能力、活動結果を評価してもらう第一の基準は、戦時作戦・戦闘

任務を正確に遂行できる準備を完成することにあるということを瞬時も忘れず、部隊の

戦闘力強化に 大の拍車をかけることについて言明した。 

 金正恩総書記は結語で、各級部隊が訓練革命 5 大方針を堅持して訓練熱風を強く巻き

起こす課題と、人民軍軍人により改善された軍務生活条件を保障するうえで提起される

方途的問題を詳しく明らかにした。金正恩総書記は、軍隊内で思想教育をより強化する

必要性に言及し、社会主義建設に動員された軍人が人民の幸せのための創造者、党に対

する人民の信頼の念を守る哨兵、一心団結の城塞を築く一つの城石であるという誇りと

自負心を抱くようにするのが重要であると述べた。軍人の中で軍民一致の伝統的美風を

高く発揚するための教育活動をよく行って、彼らがいつも人民を実の父母、実の兄弟の

ように尊敬して愛し、人民の生命財産を命を賭して守るようにすべきであると強調した。 

 金正恩総書記は結語で、軍事・政治幹部の資質と水準、責任性と役割を強めることに

ついて特別に言及した。金正恩総書記は、わが党の願う軍指揮官、政治委員は徹底的に

朝鮮労働党化された指揮メンバーであり、これは朝鮮労働党に限りなく忠実な伝統を受

け継ぎ、朝鮮労働党に固有の巧みな作風と頑強な戦闘的気質を身につけた軍事・政治幹

部であると教えた。党中央に対する忠実性は革命的党軍人わが人民軍隊の指揮メンバー

にとって第一生命、根本徴表になると述べ、部隊、連合部隊、大連合部隊長と政治委員

はいかなる逆境と試練に直面しても永遠に自分の党と思想と志、運命を共にし、 後の

一滴の血が残る時まで朝鮮労働党とわが革命のために断固と戦う真の信念と信義の人

間になり、敵が名前だけを持っても戦慄する思想の強者、有名な勇将になるべきだと述
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べた。軍事・政治幹部は党第 8 回大会と党中央委員会総会、党中央軍事委員会拡大会議

で提示された軍事・政治課題を一つ、ひとつ検討して寸分の狂いもなく貫徹すべきであ

り、率先垂範して軍人大衆を力強く奮い立たせるべきであると強調した。 

金正恩総書記は、党性と政治意識は人民軍指揮メンバーの品格を規定する基本尺度で

あると述べ、軍事活動と党政治活動において提起されるすべての問題を党政策的線で正

確に分析、判断し、処理することについて、党の思想と政策を熟知して党と呼吸と歩調

を一致させるために目的意識的に努めることについて、党組織思想生活に自発的に誠実

に参加することについてことこまかく明らかにした。 

 金正恩総書記はまた、軍事・政治幹部が高い実務的資質と頑強な戦闘的気質を身につ

けることについて教えた。すべての指揮メンバーが現在の水準と実力の限界点を突破す

るために血のにじむ努力をし、目標を高く立てて果敢な勇気と奮発力、尽きない熱情と

闘志をもって明確な実績をあげていく実践家型の軍事・政治幹部、腕力の強い指揮メン

バーになるべきであると述べた。軍事・政治幹部は党が任せた部隊を全軍に有名な部隊、

一騎当千の戦闘隊伍につくる野心に満ちる胆力と気質を持ってすべての活動をスケー

ルが大きく設計、作戦し、それを現実化するために限りない犠牲精神、献身的奉仕精神

を発揮すべきであると述べた。 

 金正恩総書記は、軍事・政治幹部が思想的・意志的に、人間的に固く団結して軍・政

融合をよく実現すべきであり、革命軍隊の指揮メンバーらしい巧みな作風と高尚な道

徳・品性を体質化するために絶え間ない努力を傾けるべきであると教えた。全軍強化に

おいて総政治局と総参謀部、国防省の位置と任務がたいへん重要であると述べながら金

正恩総書記は、党中央が人民軍に提示した戦闘的課題を貫徹する方向へ党政治活動と軍

事活動を確固と志向、服従させるための方途的問題を明示した。すべての部隊で呉仲洽

7連隊称号獲得運動と 3大革命赤旗獲得運動をはじめ各種の大衆運動をさらに迫力ある

ものに推し進めて指揮メンバーと軍人の政治的・思想的準備と精神的・道徳的品格に根

本的な改善をもたらし、部隊の戦闘力を全面的に固めることについて強調した。 

 金正恩総書記は、わが革命武力の光栄に輝く勝利の伝統は党の指導に限りなく忠実な

新しい世代の指揮メンバーの不屈の闘争と献身によってのみ立派に継承されて発展す

ると述べ、すべての軍事・政治幹部がより奮発して全軍に党中央の唯一的指揮体系を徹

底的に確立し、戦争に対処する準備を完成する事業と軍人生活改善に決定的な前進をも

たらとの確信を表明した。 

金正恩総書記は結語を終えながら、みんなが嚮導のわが党、朝鮮労働党中央委員会の

周りに一心同体となって固く団結して栄えあるわが祖国の安寧と永遠なる富強のため

に、偉大なわが人民のために、人民軍の強化、発展のために、わが革命の新しい勝利の

ために力強く闘っていこうと熱烈に呼びかけた。 

その後、講習会参加者のための集中講習があった。講習では、戦勝世代の透徹した領

袖決死擁護精神に見習って部隊らを党中央決死擁護の結晶体にしっかり固めていく問
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題、祖国解放戦争時期の人民軍勇士たちが発揮した不屈の祖国防衛精神と英雄的な戦闘

精神にいかなる形態の戦争にも対処できる万端の準備を整える問題、戦勝世代が創造し

た革命的な闘争気風、生活気風がすべての部隊に溢れるようにする問題が取り扱われた。 

 出演者は、全軍の軍事・政治幹部が戦火の日々、金日成同志の指導に限りなく忠実だ

った抗日パルチザン出身指揮官のように、ただ党中央しか知らない思想と信念の強者、

党中央を決死擁護する第一護衛兵、党中央の命令と指示を無条件に貫徹する不屈の革命

闘士にしっかり準備することについて解説した。 

 4 日目には、金正恩総書記が、朝鮮人民軍第 1 回指揮官・政治活動家講習会の閉講の

辞を述べた。 

 

 (ERINA 調査研究部主任研究員 三村光弘) 

 


