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抄録 

在日脱北帰国者の日本再定着に関する研究 
 

 

韓有珍 

 

ソウル大学 国際大学院 

国際地域学専攻 

 

 

現在日本には約200人以上の在日脱北帰国者が定着して暮らしている。彼らは19

59年から1984年まで行われた‘帰国事業'を通じて日本から北朝鮮に渡った在日朝

鮮人とその家族である。日本での暮らしに希望がないと感じて北朝鮮への移住を選

択した彼らは、なぜ韓国ではなく日本に帰ることを選択したのだろうか。本研究では、

このような質問に答えるため、当時の社会構造、北朝鮮での生活、日本入国へのプロ

セス、定着後の生活や意識などを文献調査を通じて考察した。   

在日脱北帰国者が北朝鮮に移住するようになった背景には、日本での差別と北朝

鮮・朝鮮総連の虚偽宣伝などの構造的な要因が大きく作用した。北朝鮮の移住後に

は政策的な差別や文化的異質感などにより、北朝鮮の原住民と対立して北朝鮮社会

に適応できない場合も多く発生した。彼らは、 元在日朝鮮人コミュニティを形成して

その中で日本を懐かしんだり、日本での生活様式を維持してきた。1990年代、食糧難

を契機に多くの脱北者が発生し、その中には日本に再定着することを希望する在日

脱北帰国者も登場した。脱北後、彼らは韓国ではなく、自分たちの本当の故郷だと認



識する日本に戻ることを選択したのだ。  

在日脱北帰国者に対して日本政府は入国を許可してはいるが、彼らに対する支援

政策は依然として不足している。在日脱北帰国者が日本社会に定着し、正常な社会

構成員として受け入れられるよう、帰国事業に関連していた全ての主体が責任感を持

って在日脱北帰国者を支援する必要性がある。 
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第1章  序論 

 

1. 研究主題と目的 

 

飢餓、差別、迫害などを理由に新しい人生を希望して北朝鮮を脱出し、新たな土

地に移り住む人々のことを‘脱北者’1と呼ぶ。北朝鮮を脱出し、中国やロシアなど第3

国に不法滞在している脱北者の数は相当多いと推定されるが、不安定な身分で公開

的に助けを求められないため、正確な規模などの実態の把握が不可能である。2006

年、国際危機グループ(International Crisis Group)が非政府機関の報告や中国朝

鮮族との現地インタビューを基に、脱北者の規模が10万人に上ると推定したが、2008

年には中国内の脱北者が大きく減少して2～4万人程度と試算された。2 中国などの

第３国で北朝鮮に強制送還される危険から切り抜けた脱北者は、韓国や他の国を新

たな定着地として選択する。２０１４年６月現在、韓国には26、854人3の脱北者が定着

しているが、自由になった脱北者の中では、韓国ではなく他の国家を自分の新たな

居住地として選択することもある。現在、 日本には約200人4以上の脱北者が居住し

                                           
1 2001年5月、韓国で制定された‘北朝鮮離脱住民の模糊及び定着支援に関する法律'第2条によると、

‘北朝鮮離脱住民'、いわゆる、‘脱北者’は、‘北朝鮮に住所、直系家族、配偶者、職場などを持ってい

た者として北朝鮮を脱出した後、外国の国籍を取得していない者と規定している。 
2 『북한인권백서2014』. 2014 통일연구원. p.488 
3 韓国統一部＜ http://www.unikorea.go.kr/index.do?menuCd=DOM_000000105006006000＞ 
4 在日脱北帰国者の正確な数値は、日本政府が公式に発表していない。彼らを支援する団体の発行物

やコラムなどに大まかに表れている。この数値は最近発行された坂中英徳（2009）の『北朝鮮帰国者問

題の歴史と課題』より抜粋した。 
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ているが、日本政府は1959年から1984年まで行われた‘帰国事業’を通じて、日本か

ら北朝鮮に渡った元在日朝鮮人5とその子孫に限って脱北者の日本入国を許可して

いる。 

彼らは朝鮮半島から日本に来て、また‘帰国事業’を通じて北朝鮮に移住した。し

かし、何十年か過ぎた後、再び日本に帰ってきた。このような人々を日本では‘北朝

鮮難民’6、‘北朝鮮帰国者’7などの名称を使ってよんでいるが、本研究では、‘在日

脱北帰国者’と呼ぶことにする。‘在日'という言葉は彼らが現在日本で生活をしてい

ることだけを示すのではなく、彼らのルーツが元在日朝鮮人であったこと、また現在も

在日コリアン社会の一員であるということを意味する。北朝鮮を離れた意味の‘脱北’

の後に‘帰国者'という言葉を付け加えたのは、彼らが帰りたがっていた日本に‘帰国'

したことを意味している。いわゆる中国帰国者と呼ばれる中国残留日本人の場合も国

籍と関係なく、日本に帰ってきたという意味で‘帰国’という言葉を使っているのと同様

に‘在日脱北帰国者’も懐かしんでいた日本に帰ってきたという意味を含ませるため、

‘帰国者’という言葉を使う。彼らを支援する坂中英徳の場合、２００６年の著書8では

‘脱北帰国者’という言葉を、２００９年には‘北朝鮮帰国者’という言葉を使っているが、

用語の統一性や彼らの特徴である’在日‘や‘脱北’をより強調するため、ここでは研

                                           
5 彼らは朝鮮植民地時代に日本へ渡って来て朝鮮が解放された後も、諸事情によって故郷である朝鮮

半島に戻ることができず、日本に残留するようになった在日朝鮮人であった。 
6 北朝鮮難民救援基金 ＜http://www.asahi-net.or.jp/~fe6h-ktu/toppage.htm＞ 
7 坂中英徳. 2009. 『北朝鮮帰国者問題の歴史と課題』.東京:新幹社. 
8 坂中英徳. 2006. 『脱北帰国者支援は私の使命』. 東京: 脱北帰国者支援機構.  
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究対象を‘在日脱北帰国者’と呼ぶことにする。 

脱北後の新たな移住地として日本を選択した在日脱北帰国者のこのような移住は、

既存のディアスポラでは見られない特徴的な現象である。しかし新たなディアスポラの

出現にも関わらず、在日脱北帰国者に関する研究はあまり進んでいない。 

‘帰国事業’を通じて北朝鮮に移住した後、脱北して日本に入国した最初の人物

は、 飢餓のために1996年に北朝鮮から脱出し、中国の日本公館に入った50代の男

性だった。9 しかし、日本政府は、秘密入国した日本人妻たちの存在が2002年11月

の新聞の報道で明らかになる前までは、在日脱北帰国者の存在を隠してきた。最近

は坂中英徳や三浦小太郎など、彼らを支援する活動家の著書やコラムによって在日

脱北帰国者の存在が以前より知られるようになったのだが、学術的な研究は未だ進

展していない。 

このような在日脱北帰国者の出現は韓国人ディアスポラの新しい類型だとも言える。

‘帰国事業’を通じて北朝鮮に渡った人々の大多数は、日本で在日朝鮮人に対する

差別がきつかった１９６０年前半に北朝鮮に移住しており、多くの在日朝鮮人が日本

での民族差別を避けて北朝鮮に渡ったことが分かる。実際に、1952年4月28日付で、

在日朝鮮人は公営住宅の入居権を含め、主な社会福祉を享有する権利を失った。

その上、1959年に創設された国民健康保険や国民年金制度においても日本在住の

外国人は除くと明確に規定されていた。さらに、在日朝鮮人は外国籍のため、医療な

                                           
9 北脱者支援民団センター. 2005. 北脱者支援Report 第6号 北脱者支援民団センター  
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どの専門職や公務員等への採用からも排除された。1950年代、就業可能な年齢にあ

る在日朝鮮人の四分の三は失業、あるいは 臨時職として働いていた。10 

民族差別を避けて北朝鮮に移住した人々が、何故再び日本に帰ることを選択した

のだろう。このような在日脱北帰国者の移住現象は新たな定着地に移住した意味とし

て‘再移民(Remigration)’と見るべきか、元の居場所に戻ったという意味で‘逆移民(R

eturn migration)’と見るべきなのか。それとも既存の研究では扱われなかった特徴と

して究明するべきなのか。 

在日脱北帰国者は日本で居住している以上、たとえ韓国籍だとしても韓国政府か

らの支援は望めない。日本政府は日本への入国を許可してはいるが、入国後の支援

はほぼないため、在日脱北帰国者の日本定着にはたくさんの困難がある。今後、日

本政府が在日脱北帰国者に対する正しい支援政策を立てるためにも、在日脱北帰

国者の発生要因と特性を明らかにすることに意義があるはずだ。 

 

2. 先行研究の検討 

 

コリアン・ディアスポラに関する研究は活発に進んできた。『ディアスポラとしてのコリ

アン: 北米・東アジア・中央アジア』11や『コリアン・ディアスポラ : 在日朝鮮人とアイデ

                                           

10 テッサㆍモ-リス-スズキ．前の本．P.100 
11 高全恵星 監修, 柏崎千佳子 監訳. 2007.『ディアスポラとしてのコリアン: 北米・東アジア・中央アジ

ア』 東京: 新幹社 
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ンティティ』12など、以前には韓半島から他の国家に移住するようになったコリアンに焦

点を合わせた研究が多かったが、近年には韓榮惠13、クォン・スクイン14などにより、移

住してまた本国に帰ってきたディアスポラの研究も進んでいる。クォンの研究は韓国

系の留学生などの短期滞在を扱っている反面、韓の研究は結婚を通じて帰還したも

のや‘朝鮮’から‘韓国’へ国籍を変えた人々など、長期滞在者までを含めている。し

かし、日本から北朝鮮に移住して、再び日本に帰ってきた在日脱北帰国者に関んし

ては、今日までコリアンディアスポラ研究で取り上げられたことがなかった。 

一方の韓国では、在外脱北者政策の一部として在日脱北帰国者について言及す

る論文が僅かにあるが、その内容には誤りがあったり、情報が十分でない場合が多々

ある。 ユ・ギョンアの論文15の場合、2003年5月朝鮮総連系の脱北者による難民の申

請が受け入れられたとソウル放送の報道資料を引用しているが、実際には同年11月、

日本政府はその決定を翻した。16 イ・シンハの研究17では、日本政府が過去に日本

に居住していたものに限り、脱北者に難民の地位を与えていると記述しているが、実

際に日本政府は脱北帰国者に対して一度も難民の地位を付与したことはない。  

                                           
12 ソニア・リャン 著,中西恭子 訳. 2005．『コリアン・ディアスポラ : 在日朝鮮人とアイデンティティ』 東

京: 明石書店 
13 韓榮惠. 2011.“在韓・在日朝鮮人：本国との新しい関係―‘朝鮮’から‘韓国’に’国籍変更’した在日

３世を中心に”『移民政策研究』第３集  移民政策学会 
14

 권숙인. 2008. “디아스포라 재일한인의 ‘귀환’-한국사회에서의 경험과 정체성”『국

제• 지역연구』, 14(3). 
15

 유경아. 2009. “탈북자 난민인정요인에 대한 비교 연구-인간안보 관점의 필요성에 대한 

시론.” 인하대학교 석사학위 논문 

16 “脱北者の難民非認定 入管判断覆す「中国国籍も保有」 法務省” 産経新聞. 2003.11.12 
17

 이신화.  2010. “동북아 주요 국가의 탈북자 정책.”  『아세아연구』  통권 141호, 

pp139-168 
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日本での脱北者に関する研究は、脱北者の人権問題を中心に行われてきた。清

水朗18の論文では、東北アジアに居住している脱北者の全てを研究の対象として設

定している。李偉の場合も19、日本が脱北者を受け入れることに消極的だと説明して

いるが、日本国内に居住している在日脱北帰国者については一言も言及していない。

一方、宮田敦司は、韓国の脱北者定着支援プログラムの現状などを紹介しながら、

日本の在日脱北帰国者の定着支援プログラムの今後の方向性について考察してい

る。20  

在日脱北帰国者の存在が公になったのも最近のことで、在日脱北帰国者に関する

資料や研究を見つけるのは容易ではない。最近は坂中英徳や三浦小太郎のような

運動家が市民団体の機関紙やコラム投稿などを通じ、在日脱北帰国者の存在を知ら

せている。21 また、リ・ハナのように、在日脱北帰国者自らがその経験を大衆に向け

て発信する機会も生まれつつある22。   

一方、日本人のクニトアミの韓国語論文のように、在日脱北帰国者に関する研

究も登場し始めた。23 この論文は在日脱北帰国者へのインタビューを中心に彼らの

                                           
18 清水, 朗. 2013. “脱北者問題とシェンゲン協定”『一橋法学』 第12巻 第1号 pp.359-368 
19 李偉．2004．“脱北者問題と東北アジア地域の安全保障ー人間の安全保障から見た考察ー” 現代

社会文化研究No.30 
20 宮田敦司. 2003. “わが国における北朝鮮帰国者支援のあり方について.” 『日本大学大学院総合

社会情報研究科紀要』No.4. 
21 坂中英徳. 2009. 『北朝鮮帰国者問題の歴史と課題』.東京:新幹社. 

三浦小太郎．2008. “脱北者（北朝鮮難民）日本定着を巡る諸問題“『インテリジェンス・レポート 』11月

号，   
22 リ・ハナ．2013.『 日本に生きる北朝鮮人 リ・ハナの一歩一歩』．大阪：アジアプレス出版部 
23

 구니토 아미. 2011. “구술증언으로 본 재일탈북자의 일상생활.” 동국대학교 북한학과 

석사학위 논문 



7 

 

日本での生活を明らかにしているが、在日脱北帰国者の特性を認めず、彼らを日本

で暮らしている他の外国人と同じカテゴリーに入れるべきだと主張するなど、在日脱

北帰国者だけの特殊性を認めていない点において限界を持っている。 

在日脱北帰国者の存在があまり知られていないため、在日脱北帰国者に関する研

究は未だに十分ではない。それでも在日脱北帰国者を支援する団体や活動家が発

行する刊行物では、彼らについて多くの情報を伝えているが、主に日本政府からの

支援を引き出すことを目的としており、在日脱北帰国者が持っている特徴的な性格ま

では明らかにしていない。したがって、この研究では、コリアンディアスポラの新たな類

型としての在日脱北帰国者の特性を究明し、彼らの日本への再定着を分析してみる。 

 

3. 研究方法 

 

在日脱北帰国者がどのような背景をもって発生し、どのような定着プロセスを踏ん

で日本に帰ってきたのか。日本社会の差別を避けるために日本から離れたが、何故

また日本に来ることを選んだのか。彼らは現在どの様な法的地位を持ち、また、彼ら

に対する政府と市民団体の支援はどの様に展開されているのか。  

現在まで日本政府が在日脱北帰国者に関する公式的な情報を発表していないた

め24、関連する事件を中心に報道関係の記事などを調べ、日本政府の立場を確認す

                                           
24 日本法務省が公開している出入国管理統計表には、‘国籍別新規入国外国人の在留資格’と‘国籍

別再入国の許可を得ている入国外国人の在留資格’に‘朝鮮’も表記されているが、在日脱北帰国者の
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る。また、 在日脱北帰国者の生活や現状に関しては、市民団体の機関紙もしくはコ

ラムなどを通じて考察する。 

関連文献を調べ、また、在日脱北帰国者を実際にインタビューすることが理想的で

あるが、この研究ではインタビューを実施することができないといった現実的な制約が

あったため、脱北者のエッセーや著書などをインタビューの代わりとして参照した。 

その他にも、脱北者に関する韓国統一部の公式的な統計や日本法務省の出入国

資料を参考として、在日脱北帰国者の客観的な実態を調べた。しかし、日本政府が

在日脱北帰国者に関する公式的な統計資料を公開していないため、やむなく在日

脱北帰国者を支援している市民団体の刊行物やホームページにおいて発表される

プレスリリースなどを参考に分析した。また、在日脱北帰国者と密接な関係にある在

日居留民団（民団）と在日本朝鮮人総聯合会（朝鮮総連）の資料もイデオロギー的な

部分に注意しながら活用した。 

このような資料に基づいて、‘帰国事業’を通じて北朝鮮に渡った在日脱北帰国者

の意識がどのように変化し、また日本に定着した後にはどのような状況に置かれてい

るのかを確認することで在日脱北帰国者の特殊性を分析した。  

 

 

                                                                                                                

場合、人によって、‘朝鮮’、‘日本’、’無国籍‘など、多様な国籍をもって入国するので、脱北者の資料

を別個に公開しない以上、在日脱北帰国者の正確な数値は分かりにくい。 



9 

 

第二章  背景：‘帰国事業’と北朝鮮移住 

 

1. ‘帰国事業’を通じた北朝鮮への大量移住 

 

在日朝鮮人は植民地時代に仕事を探しに、或いは強制的に徴用されて日本に渡

って来た人々であった。朝鮮が開放された後、そのまま日本に定着するようになった

朝鮮人は約200万人に上ったが、約138万人の朝鮮人は終戦後、朝鮮半島に帰国し

た。しかし、約4分の1の在日朝鮮人は諸事情により、そのまま日本に定着した。また、

1948年の済州島四.三事件25や韓国戦争の際に朝鮮半島から日本へ密航した朝鮮

人の数も少なくなかった。  

終戦後、日本に残るようになった在日朝鮮人の法的地位は非常に不安定であった。

１９４７年５月には外国人登録令が施行され、日本国籍を有してはいても、外国人とし

て登録することとなった。1９５２年４月28日には平和条約が発効され、内地に在住し

ている者も含め、全ての在日朝鮮人は日本の国籍を喪失した。つまり、韓国籍の者に

限って協定永住権を与えた１９６６年まで、在日朝鮮人の法的地位は非常に不安定

であったのだ。 

“1958年8月11日、神奈川県川崎市に居住する在日同胞たちが日本での生活を清

                                           
25 1948年4月3日に在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁支配下にある南朝鮮の済州島で起こった島民の

蜂起にともない、南朝鮮国防警備隊、韓国軍、韓国警察、朝鮮半島本土の右翼青年団などが1954年9

月21日までの期間に引き起こした一連の島民虐殺事件 
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算して、祖国に集団帰国することを決議、その心境を盛り込んだ手紙を金日成首相

に送った"(朝鮮民報1958-08-14)。これに即答するように、同年9月8日に行われてい

た北朝鮮建国10周年記念祝賀大会で、金日成主席は、“在日同胞たちの帰国の念

願を熱烈に歓迎する。”と公言した26。以降‘集団的帰国決議’は急速に拡散され、

1959年1月末には日本全国の帰国希望者の総数が10万を上回るようになった(朝鮮

総連1959-01-21:02-11)。 

その後、北朝鮮の平和擁護全国民族委員会の招待により、4人の日本からの平和

代表団が同年8月16日に平壌に到着した27。 それから1週間後の23日、日・朝協会

が組織した18人の‘8・15解放13周年及び共和国創建10周年記念朝鮮訪問の日本人

民使節団’が平壌に到着した28。この人民使節団には、社会党と日本共産党の代表も

参加していた。そして帰国問題に対するナム・イル外外務省の声明(9月6日)とキム・イ

ル副首相の談話(10月6日)などが訪朝団の北朝鮮滞在期間中に発表された29。 

1959年8月13日、インドのカルカッタで日本と北朝鮮の‘在日朝鮮人帰国に関する

協定'が正式に締結された後、1959年12月14日に最初の帰国船に乗って979人が新

潟港から北朝鮮へ出発した。これが1959年から1984年まで行われた‘帰国事業30’で

                                           
26 “朝鮮民主主義人民共和国建国10周年記念大会で、金日成首相の記念報告”、労働新聞 1958年9

月9日 
27 “朝鮮訪問、日本の平和代表団の平壌に到着” 労働新聞、1958年8月17日 
28 “8.15解放13周年及び共和国創建10周年慶祝朝鮮訪問の日本人民使節団の平壌に到着”労働新聞、

1958年8月24日 
29 박정진. 2011. “재일조선인 ‘북송문제’와 일본인의 ‘귀국협력’- ‘일조우호운동’의 연속이

라는 관점에서.” 『사회와 역사』 통권 제91집, ｐｐ.31-60 
30 ‘帰国事業’は立場によってその名称が異なる。北朝鮮や在日朝鮮人の立場では“祖国に帰ってきた

（行った）”という意味として‘帰国事業'と呼ばれているが、韓国側では、‘北朝鮮に騙されて送られた'或
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あった。1961年末の85次帰国船まで、帰国者数の累計は7万5000人に上ったが、196

2年以降の帰国者数は大幅に減少して3万人程度となった。また、186回にわたって帰

国した9万3340人のうち、約6840人は日本人妻や夫、もしくは彼らの子どもなど、日本

の国籍を持っていた人々であった。31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

いは‘日本が在日朝鮮人を送らせた'という意味として‘北送事業'と呼んでいる。日本は北朝鮮を正式な

国家として認めていなかったため、‘帰国'という言葉を使わず、‘帰還'という名称を公式的に使用してい

る。しかし、当時の朝鮮人や日本人の間で頻繁に使われていた言葉は‘帰国'で、本研究ではこの事業

を‘帰国事業’と呼ぶことにするが、在日脱北帰国者が日本に帰国した意味と区別する。 

31 ‘帰国事業’を通じて北朝鮮に移住した在日朝鮮人の98%は韓国出身である。 

出典："KBS 파노라마 / [북송] - 테사 교수의 진실추적 10년", 메디컬월드뉴스, 2013.12.03  

<http://medicalworldnews.co.kr/news/view.php?newsid=1385982100> 
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<表1> 北朝鮮帰国事業による帰国者数の推移 

 

出典： 金英達, 高柳俊男 編．1995． 『北朝鮮帰国事業関係資料集』,東京:新幹社 

 

日本人 中国人

1959 2942 2717 225 0

1960 49036 45094 3937 5

1961 22801 21027 1773 1

1962 3497 3311 186 0

1963 2567 2402 165 0

1964 1822 1722 99 1

1965 2255 2159 96 0

1966 1860 1807 53 0

1967 1831 1723 108 0

1968 中断

1969 中断

1970 中断

1971 1318 1260 58 0

1972 1003 981 22 0

1973 704

1974 479

1975 379

1976 256

1977 180

1978 150

1979 126

1980 40 38 2 0

1981 38 34 4 0

1982 26 24 2 0

1983 0 0 0 0

1984 30

計 93340 84299(+) 6730(+) 7(+)

随伴家族
年 帰国者数

（単位：人）

帰国者数の内訳

中断

中断

中断

朝鮮人
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<表1>は金英達の『北朝鮮帰国事業関係資料集』の巻末表を基に作成したもので、

空欄部分は正確な資料が入手できなかった。1973年から1979年、1984年度は国籍

の区分資料がないため、帰国者の内訳数においてプラスと表記した。 

‘帰国事業’の責任がだれにあるのかを明らかにするのは簡単ではない。しかし、こ

の‘帰国事業’において様々な行為主体者が関わっていたことは確かである。 

テッサㆍモーリス-スズキは自身の著書32で、当時の日本に住んでいた60万人の在

日朝鮮人は戦後の不安定な日本社会において大きな悩みだっだと述べている。同

様に宮塚利雄も在日朝鮮人の北朝鮮への帰国は、日本にとっては国益に合うことだ

と分析している。多数の朝鮮人が生活保護費を申請することも無くなり、また彼らが日

本の共産主義者と手を組んで政府の打倒を叫びながら行進することもなくなるからで

あった。33 人道主義的な趣旨で‘帰国事業’を推進したとはいえ、日本政府は1950

年代から1960年代にわたって北朝鮮の要求や朝鮮総連主導の‘北朝鮮と日本の間

の自由往来運動'をきっぱりと拒否してきた。むしろ困窮している在日朝鮮人に支給さ

れていた生活補助金を削減したり、支給を中断するなど在日朝鮮人を北朝鮮に帰国

させるための構造を作り出した。こうような当時の状況は、さらに在日朝鮮人をして北

朝鮮への帰国を考えさせたのだ。 

人道主義という名分で国際赤十字社も‘帰国事業’に介入した。しかし、国際赤十

                                           

32 テッサㆍモーリス-スズキ 著 ; 田代泰子 訳．2007．『北朝鮮へのエクソダス : 「帰国事業」の影をた

どる』 東京:朝日新聞社 
33 宮塚 利雄. 1997. “日本人妻里帰り北朝鮮「帰国」礼賛者たちの罪と罰.”『諸君』 Vol.29 No.11 p.13

6 
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字社の役割は非常に小さく、積極的な行動主体というより‘人道主義'を広報するため

に‘国際赤十字社'という名刺を貸していたに過ぎない。テッサが国際赤十字社のア

ーカイブで見つけた資料によると、日本赤十字社の社長であった島津忠承が日本の

外務省と法務省の全面的な事前承認を得て国際赤十字社に送った手紙に、“我々

が必要とするのは日本赤十字社の代わりに国際赤十字委員会の名前を使うことだけ

です” 34 と述べている。 つまり日本政府は、‘帰国事業’に直接的に介入することを

避けるため、国際赤十字社を利用したとも言える。 

また、北朝鮮への移住を悩んでいた在日朝鮮人に大きな影響を与えたのがマスコ

ミであった。当時の新聞記事や著書の中では北朝鮮を‘地上の楽園’や‘労働が楽し

みになる国’と礼賛し、北朝鮮では幸福に満ちた農民や労働者たちだけが住んでい

るように紹介したものが多かった35。正確な情報へのアクセスが保障できなかった当時、

このようなマスコミの傾向は決断を迷っていた在日朝鮮人に大きな影響を及ぼしたに

違いない。 

一方、北朝鮮は韓国戦争後、不足した労働力を確保し、また、韓国より優秀な体制

であることを誇示するために‘帰国事業’を進めた。1958年、戦争後の復旧を支援し

ていた中国軍も撤退し、北朝鮮の人的空白はさらに深刻になった。36 このような労働

                                           
34 島津忠承が国際赤十字委員会に送った手紙．1956年7月5日．ICRC Archives, B AG232 105-004 
35 宮塚 利雄. 1997. “日本人妻里帰り北朝鮮「帰国」礼賛者たちの罪と罰.”『諸君』 Vol.29 No.11 pp.

134-141 

辛淑玉. 2003. 『鬼哭啾啾:「楽園」に帰還した私の家族』 大阪: 解放出版社 pp.129-132 
36

 이주철. 1999. “입북 재일동포의 북한 체제적응에 관한 연구.” 『통일문제연구』 제11

권 1호. pp107-129 
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力の補充以外にも、北朝鮮は‘帰国事業’を通じて北朝鮮の‘体制優越性'を国際社

会に宣伝しようとする意図を持っていた。また、この‘帰国事業’を通じて、それを阻止

しようとする韓国と進めようとする日本の両国関係に悪い影響を与えたのも大きな収

穫であった。 

韓国政府は‘帰国事業’を‘北送'事業と呼び強力に反対した。当時の韓国政府は

‘北送'を阻止するため、日本と持続的な外交交渉を行った。しかし、‘自由意思で'北

朝鮮行きを選んだ人たちを防ぐ方法はなかった。また、‘帰国事業'を反対するデモが

韓国と日本で行われた。当時の治安局の集計によると、1次帰国船が出発した日に、

総330万人もがデモに参加した。このように激しいデモが続いたのだが、結局‘帰国事

業'を防ぐことはできなかった。韓国は戦争以後の厳しい経済事情と‘反共主義'政策

のため、在日朝鮮人を韓国に帰国させるような政策は取らなかったからだ。37 

‘帰国事業’が進行している間に、朝鮮総連は様々な広報資料を発行し、在日朝

鮮人の帰国を促した。 

 

朝鮮総連の＜帰国船に乗ろう＞ 

楽しい労働で/新しい国を建設して/海外の民族と/幸せを享受しながら、/やりがいの

ある職場と文化住宅を建てて/未来を歌いながら/一つになって踊ろう (中略)首領様

がいらっしゃる共和国を志向して/千里馬の勢いで/帰国船に乗ろう。  

 

                                           
37

 진희관. 2002. '재일동포의 '북송' 문제' 역사비평 Vol.- No.61 역사문제연구소. pp.87 
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朝鮮労働党の＜帰国同胞歓迎曲＞  

早く帰って来なさい同胞よ/兄弟姉妹よ/虐待と飢えはもうない/海の上、太陽の光も/

私たちの心のように/帰国船が行く所に/花をばらまこう/社会主義の楽園/あなたたち

を/温かく迎えてあげたい 

 

上の歌は当時、朝鮮総連と北朝鮮の朝鮮労働党で作った曲で、在日朝鮮人の帰

国船乗船を促した。38 また、脱北者たちのエッセーでは、朝鮮総連が直接家に訪れ

て北朝鮮への移住を強要したことが述べられている。例えば、北朝鮮に移住した在

日朝鮮人と結婚した脱北者イ・スリョンによると、移住前の夫の家庭にも、1968年から

朝鮮総連が毎日訪れ、‘帰国’をうながして拇印を強要した。39 ある在日脱北帰国者

もインタビューで、 5人の子供たちを育てて苦労していた父に朝鮮総連の幹部が

度々訪れて“こんなところで無意味な苦労をするな。朝鮮へ行くべきだ”と勧誘し、“朝

鮮なら子供たち五人を希望通り学校へ行かせることもできるし、大学へいかせることだ

ってできる冷蔵庫に肉と野菜がこぼれるほど詰まっている生活が待っている"と説得さ

れたと話している。結局4回の説得のすえ、彼の父は北朝鮮に行くことを選択した。40 

 なお、北朝鮮に移住した在日朝鮮人の生活も朝鮮総連の資料で美化され、再び在

日朝鮮人を扇動した。 

                                           
38

 이영화. 1997 “북송교포의 일본인 아내는 처형되었다.” 『극동문제』 통권 제226호．

P93 
39

 이수련.  2001 “북한은 귀국 재일동포들에게 지옥이었다.” 『북한』. 제359호 P140 
40 金曜日. 2011."在日朝鮮人「’帰国事業’」とは何だったのか 座談会 増える脱北帰国者と向き合う

日本社会に"金曜日 19編 852号 p.48 
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＜私の家庭にも幸せの花が咲きました＞ 

…しかし、長い間、日本の教育を受けて古い思想にとらわれていた家庭を立て直すのは

簡単ではありませんでした。…（中略）グァンスが祖国に帰国することになりました。暖かい

祖国の懐に抱かれたその子は翌年に手紙を送ってきました。手紙によるとグァンスは大

学に行って自分が持っていた古い思想を清算し、首領様の真の戦死らしく祖国の距離を

胸をはって歩けるようになったそうです。 41 

  

1973年には既に宣伝の内容とは違って北朝鮮の実情が非常に厳しいという事実

が日本にも知られていたにもかかわらず、依然として朝鮮総連が‘帰国事業’を美化

する手記を発行していたのだ。   

 北朝鮮に移住した在日朝鮮人たちが‘自由意志’で‘帰国‘をしたとはいえ、その選

択を促すように大きな影響を与えたのは当時の社会的な構造であった。労働力不足

を補うため‘帰国事業‘を進めた北朝鮮とやっかいな在日朝鮮人を追い出すように

‘帰国事業’に介入した日本、自国民を‘北送’することを猛烈に反対しつつも、現実

的な代案を提示できなかった韓国、また、不正確な情報など42様々な要因が在日朝

鮮人が‘帰国事業‘を通じて北朝鮮に移住するように影響を与えたのだ。 

 

                                           
41 재일본조선인총련합회 중앙상임위원회 편. 1973. “수령님의 따사로운 보살핌 속에서(2): 재

일동포생활수기.” 조국통일사 pp.312-313 
42 脱北者のエッセーでは当時の日本人妻の間では3年が過ぎたら日本にまた戻って来れるという噂42が

あったと述べている。出典： 사이토오 히로코. 2011. 북한으로 시집간 지 40년, 한 탈북 일본인 

아내의 수기 1-7. 『한국논단』 Vol.259-269 
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2. 北朝鮮での生活 

 

大概の脱北者のエッセーでは、初めて北朝鮮に着いた時の印象について日本で

聞いたことと全く異なったと説明している。北朝鮮に到着した直後の手続きについて

は、脱北した日本人妻の斉藤博子のエッセーに詳しい。清津港に着いてから、元在

日朝鮮人たちは大きな体育館に案内され、質の悪い菓子を食事として配られた。翌

日、咸興に到着し、一人当たり20ウォンずつ支給された。斎藤の家族は7日程度咸興

に泊まった後、国境都市である恵山に行くようになった。もらったマンションには大き

な壺の中に3人分の配給として小麦粉が大量に入っていたが、それをどうやって食べ

ればいいか分からなかったと述べている。43 

一方、総連系の元在日朝鮮人、とくに朝鮮総連の幹部だっだ人々は平壌市内に

高級マンションを支給されることもあった。脱北して韓国に住んでいるカン・チョルファ

ンによると、収容所に強制移住された以前には、朝鮮総連の幹部であった祖父のお

かげで、平壌市内の高級マンションで暮らしていたと述べている。当時(1977年)、その

マンションの他の入居者たちも中央党幹部、社会安全部幹部、巨額の寄付金を出し

た元在日朝鮮人だった。44 

しかし、1959年まで栄誉軍人の住宅問題も解決できなかった状況で、元在日朝鮮

                                           
43

 사이토오 히로코. 2011. 북한으로 시집간 지 40년, 한 탈북 일본인 아내의 수기2. 『한

국논단』 Vol.260 
44

 강철환. 2003. 『수용소의 노래.』 서울: 시대정신 p.21 
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人たちに対し優先的に住宅を支給することは、非常に困難であった。1960年だけを

見ても元在日朝鮮人のために12,460世代の住宅が必要で、このような急激な住宅需

要の増加は大きな負担になったはずだ。実際に1960年に北朝鮮に入国した元在日

朝鮮人の中では、咸鏡北道の農村に配置されて家とも言えない小屋のようなものをも

らった場合もあった。45  

北朝鮮での元在日朝鮮人の職場、学校、住居地などは、彼らの希望を汲むという

より、日本で暮らしていた当時、朝鮮総連にどのような寄与をしたのかによって配置さ

れた。初期には知識人たちも概して自分の経歴を認められ、職を得たこともあったが、

1967年には大学出身者たちが集まって‘何か'をしようとして逮捕されたことがあった。

また、技術者の場合、日本と北朝鮮の技術の格差が大きいため、技術者の元在日朝

鮮人は仕事が少なく、北朝鮮の技術者との間で葛藤もあった。学生の場合にはほぼ

学業を続けたが、学生の身分ではなかった人々は進学するのが難しかった。学生と

はいっても北朝鮮では学生も労働に動員されたのは当然で、仕事をしなかった場合

には食糧が配給されなかった。当時、北朝鮮の生活は韓国よりはよかったとはいえ、

元在日朝鮮人の比較基準は、韓国ではなく、日本であった。元在日朝鮮人たちの失

望感は非常に大きかったと予想できる。 

北朝鮮は1964年から1969年にわたって住民登録事業、1969年から1970年までは

住民成分分類事業を実施した。これを基づいて住民全体を核心、敵対、動揺の3階

                                           
45

 이주철. 1999. “입북 재일동포의 북한 체제적응에 관한 연구.” 『통일문제연구』 제11

권 1호. p 121 
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層に区分した。この過程で、元在日朝鮮人は全て敵対階層に分類され、差別を受け

るようになった。元在日朝鮮人が分類されたこのような出身成分では、軍の入隊や大

学入試などにおいて色々な不利益を受けるしかない。46  

しかし、元在日朝鮮人の全てが北朝鮮で差別を受けたことがあるとは言い切れな

い。この研究は脱北者のエッセーに依存しているが、脱北者の場合、日本での新し

い定着に受容されるために、北朝鮮での経験を架空、誇張した可能性もある。脱北

者のエッセーが北朝鮮での生活を把握する手掛かりを提供するのも確かだが、直接

に在日脱北帰国者のインタビューを行わなかったため、脱北者のエッセーを全て信

頼するには限界がある。 

一方、北朝鮮に移住した元在日朝鮮人の多くは、経済的には豊かな生活をした。

その理由として、移住の当時、日本から多くの財産を持参したり、日本に残った家族

が物資やお金を送ったからである47。80年代以前には北朝鮮の一般家庭ではテレビ

などの家電機器がほとんどなかったが、元在日朝鮮人たちは日本から送られてきた

テレビや扇風機、ミシンなどを持って上流層の生活をすることができた。しかし、このよ

うな裕福な生活と資本主義社会から来た元在日朝鮮人たちの生活方式のため、彼ら

は北朝鮮住民に憎まれた。 

 元在日朝鮮人は資本主義社会と同じようにお金を節約し、計算も徹底的にしようとし

                                           
46

 이주철. 前の本． ｐ. 111 
47 しかし、全ての帰国者が皆豊かな生活をしたわけではない。日本から送金をもらえなかった帰国者の

生活は惨めで、野宿をしたり、精神病で苦しんだ場合もあった。 
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たのだが、一般の北朝鮮住民は彼らを吝嗇として非難した。たとえば一緒に食堂に

行った際、裕福な元在日朝鮮人が支払うことを当然として要求したのだ。元在日朝鮮

人たちは、このような状況が不公平だと思い、少しずつ北朝鮮住民と交わらないよう

になった。  

また、自由に生きてきた元在日朝鮮人たちにとって北朝鮮の組織生活に適応する

のは容易でなかった。職場はもちろん、主婦も2～3日に2時間ずつ批判会議に出席

しなければならない北朝鮮で、日本で生まれの元在日朝鮮人たちは朝鮮語の発音を

上手くできず、いつも非難を受けたのだ。48   

このような社会構造の中で、最初は真面目に生きていた元在日朝鮮人たちは、だ

んだんと懐疑的になり、 また資本主義社会から来たという理由で統制されて一般の

北朝鮮住民よりもっと酷い疲れを感じるようになった。 

社会的差別と北朝鮮体制に対する不適応は、元在日朝鮮人たちが元在日朝鮮人

コミュニティを形成するように作用した。元在日朝鮮人たちと北朝鮮住民の仲は絶え

て、元在日朝鮮人は元在日朝鮮人同士で集まり北朝鮮体制について批判することも

多くなったが、それが保衛部に伝えられて収容所に連行される場合が多かったという。

それでも元在日朝鮮人コミュニティでは日本の流行歌を歌ったり、ディスコダンスを踊

るなど日本の生活を偲んだらしい。また、収容所の中でも元在日朝鮮人同士では密

                                           
48

 이수련.  前の本． pp.142-144, p.151  
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かに日本語で対話をした。49 しかし、このようなコミュニティの形成には、元在日朝鮮

人が元来の北朝鮮の住民を見下していたことが作用した可能性もある。彼らは北朝

鮮より富裕な日本から来て、北朝鮮でも彼らより豊かな生活をしてきたのだ。文化の

違いや経済的な格差によって北朝鮮の文化や住民を侮ったかもしれない。北朝鮮に

移住した元在日朝鮮人の数が多かった程、北朝鮮での経験も多様であると考えられ

る。 

北朝鮮にとって元在日朝鮮人たちは日本の円を引き寄せる存在であった。故に、

北朝鮮は、日本に家族が残っている元在日朝鮮人に物資やお金を要求する手紙を

書かせた。1970年代後半から多くの日本人妻たちが手紙を通じて円の送金を要求し

始めたが、当時、北朝鮮は対外債務や外貨不足を打開するために彼女たちをを利

用した。50 

 1979年の夏からは‘祖国訪問団'という名で日本に住む元在日朝鮮人の家族が北朝

鮮を訪ねることができるようになった。訪問団が到着する前にはマンションの全てを徹

底的に掃除し、毎日専門海外同胞事業係りの指導員が訪問して指導をした。そして

日本から送られた円のうち、政府が30パーセントほどを取って政府外貨として使うこと

になった51。元在日朝鮮人は資本主義から来たいぶかしい存在であっても円を引き

寄せる大事な手段であった。 

                                           
49

 강철환. 前の本．p.143 
50

 남북문제연구소 편. 1991. 『북에서 온 편지: 북송 일본인 처들이 전하는 사연』. 서울: 

남북문제연구소 
51

 이수련.  前の本． P.147 
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‘北朝鮮民衆を救おう'というスローガンで1993年6月に結成された北朝鮮帰国者家

族の組織である‘RENK(Rescue the North Korean people)'の主張によると、北朝鮮

に渡った人々の10～20%、即ち1～2万人が行方不明になったり、処刑されたとされて

いる。1960年代から1970年代には元在日朝鮮人に対する大粛清があった。日本に行

きたいと署名活動をしたり、ラジオを聞いたりした多くの人々が収容所に送られた。  

1970年代は、北朝鮮で本格的に金正日を後継者としようとしていた時期である。

同時に、多くの元在日朝鮮人たちが突然行方不明になったりした時期でもある。今は

脱北して韓国に住んでいるカン・チョルファンの祖父母は朝鮮総連の幹部も務めた共

産主義者だったが、彼の家族はある日、突然訳も分からないまま収容所に連行され

た。後に聞いたのは、彼の祖父が1960年に金日成が直接任命した朝鮮総連議長の

ハン・ドクスを非難したという理由で家族全員が政治犯として収用されたそうだ。カン

のエッセーでは1970年代、毎日のように収容された人々の多くが元在日朝鮮人と外

国人留学生だっだと回想している。 また、カンが収容された‘15号管理所'は、独身

者区域と家族全員が収容された家族世帯区域に区分され、家族世帯区域も北朝鮮

住民村と元在日朝鮮人村に分かれていた。彼の主張によると、独身者は約1,300人、

北朝鮮住民家族世帯が約9,300人、そして元在日朝鮮人家族世帯が約5,900人収容

されていたと述べている。52 

北朝鮮がこのように元在日朝鮮人たちを敵対視して潜在的なスパイとして扱った理

                                           
52

 강철환. 前の本. pp.23-25, p.50, p.226,p.371 
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由は、外部文化を接したことのある元在日朝鮮人たちが北朝鮮の体制を脅かす要素

として作用することを防ぐためであった。あわせて、70年代の金正日後継体制が定着

していく過程で、内部の体制をさらに確固たるものにするための試みが、大規模な粛

清に繋がった可能性がある。元在日朝鮮人を通じて外貨を稼ぐのも重要であったが、

北朝鮮にとって‘体制の維持’は絶対的に固守すべきものであったため、体制維持の

リスクになる元在日朝鮮人に対する政策が厳しくなったものと思われる。 
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第三章  在日脱北帰国者：脱北と日本再定着  

 

1. 脱北と日本入国 

 

1994年7月、金日成が死亡した後、北朝鮮は大きな社会的混乱と自然災害で未曾

有の食糧難を経験することになった。この時期から食料を探してロシアや中国への国

境を越える大量脱北が盛んになったのだ。 

1995年から1998年まで日・朝関係は悪化の一途をたどり53、日本からの送金も途絶

えたので、元在日朝鮮人たちの生活もますます困窮した。裕福であった元在日朝鮮

人たちの場合、警備兵を買収して一般住民より脱北の成功確率が高かったそうだ。し

かし、元在日朝鮮人たちが北朝鮮を脱出するようになった事情はそれぞれで、計画

的に脱北を行ったものがいる反面、食料を得るために一時的に中国に行き、そこで

日本に行けると言われ、日本領事館に連絡をした人々もいる。また、自分の意志では

なく、周辺の人々に勧められて日本にいる家族に送金を要請する電話をかけるため

に中国に行き、日本に帰ることとなった場合もあるし、中国人ブローカーにだまされて

                                           
53 1995年、日本政府は日朝国交正常化交渉のために北朝鮮と接触したが、北朝鮮は正式に米支援を

要請をした。しかし、米の支援量や方式をめぐる意見の違いがあった。1996年には、日本が国交正常化

交渉再開に消極的な立場を見せ、北朝鮮が記者会見を通じて日本の態度を非難した。98年6月には、

北朝鮮赤十字が日本人拉致疑惑を全面的に否認し、また同年8月、北朝鮮がテポドンロケットを実験発

射して、日本は食糧や人道的支援の凍結、一切の対北朝鮮交渉中止など断固とした北朝鮮体制に対

する措置を行うことになった。 

고윤범. 2006. 일본의 대북정책 및 수교협상에 관한 연구. 한국외국어대학교 외교안보학과 

석사학위 논문 pp.62-65 
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日本に行くようになった場合もある。54  

しかし、元在日朝鮮人であっても脱北がすぐ‘日本入国’を意味するのではなかっ

た。日本に行く前に、中国で何年にもわたり苦労した場合も少なくない。確かなことは、

北朝鮮から国境を越えることが食糧難を契機として急増したということは、北朝鮮での

生活の苦しさも相当なまでのものであったということだ。 

脱北の理由も様々だが、計画的な脱北の場合、居住移動の自由がない北朝鮮で

内地から国境まで移動するには通行券が必要なため、情報力と財力があったものの

みが可能であっただと予想できる。一方、国境近くに住んでいた場合、北朝鮮に移住

後、最初から劣悪な地域に住むことを命じられた家族である可能性が高い。一般的

に北朝鮮の住民より元在日朝鮮人は財力があったため、普通の北朝鮮住民よりは脱

北が容易であったらしい。 脱北帰国者のエッセーでは正確にどのようなプロセスやビ

ザなどを通じて日本に入国するようになったのかを説明していない。恐らく、支援を受

けた団体との間に口外しない旨の約束があったり、北朝鮮に残った家族のために自

分の情報を公開しないようにしていると考えられる。 

しかし、脱北帰国者の支援を行っている坂中英徳の著書で脱北帰国者の日本入

国プロセスが簡略に説明されている。 

 

 

                                           
54

 “정착지원 없어… 日정부 차갑다” 동아일보. 2014.03.18 ＜http://news.donga.com

/3/all/20140318/61794901＞ 
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コリアン帰国者や日本人妻が中国の日本大使館・総領事館に保護されると、身元確認の

ための聴問を受ける。聴問で得られた帰国者らに冠する情報は外務省経由で法務省に

伝えられる。法務省は保管されている北朝鮮帰国者名簿などと照合して、帰国者本人ま

たは帰国者の家族であることを確認すると、その旨を外務省に連絡する。これを受けて、

外務省は日本国大使館・総領事館に対し渡航証明書の発行を指示する。その後、中国

の出国審査を経て、空路で日本に入国する。55 

 

また、三浦小太郎のコラムでも脱北帰国者の日本への入国手続きに関して簡略に

紹介している56。 例えば、脱北者が北朝鮮と中国の国境を越えた場合、脱北者が何

らかの手段を使って日本の外務省などに連絡を取る。その後、その脱北者が実際に

帰国者あるいは帰国者の子孫であるかについて調査が行われる。しかし、その調査

の過程は、早ければ30日から90の日程で、長い場合には11カ月もかかった例もある。

その後、脱北者の日本行きの意思を確かめた上で中国政府に出国の許可を人道的

に求めるが、中国政府の許可が遅くなって半年以上もかかったこともある。中国ある

いは第3国での滞在が長くなるほど、脱北者は本当に日本に行けるのかどうか不安に

なり、心的なストレスを受けることになる。 

問題なのは北朝鮮に帰国した年月、帰国船の番号、日本での出生地、学歴などを

詳しく確認する時、帰国者本人は帰国船の乗客名簿、又は当時の戸籍と対照すれ

                                           

55 坂中英徳. 2009. 『北朝鮮帰国者問題の歴史と課題』.東京:新幹社. pp．90-91 
56 三浦小太郎．2008. “脱北者（北朝鮮難民）日本定着を巡る諸問題” 『インテリジェンス・レポート 』1

1月号 pp．93-95  
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ばいいのだが、北朝鮮で生まれた帰国者の子孫の場合、出生証明書も結婚証明書

もなく、親子関係を証明できる公式的な書類がない。それ故に帰国者の子孫が計画

的に脱北する際には本人の親、または祖父母が日本から来たことを証明する書類な

どを命のように大切にして脱北する場合も多い。  

日本の領事館においては、日本行きを希望する人が工作員ではないかについて

徹底的に調査する必要性がある。もし、その脱北者が工作員だっだ場合、現在、日

本で在留している在日脱北帰国者たちが危険に陥る可能性があるからだ。坂中英徳

によると、実際に北朝鮮に残された家族を人質にして北朝鮮に帰ることを促す組織が

日本にあるそうだ57。  

三浦は、帰国者たちの社会的な階級や地位のため、脱北帰国者が工作員である

可能性は少ないと述べているが、かえって元在日朝鮮人の地位が低い場合、彼らが

工作活動に誘惑される可能性が大きい。実際に、北朝鮮での社会的な地位を高める

ために、日本に残っている家族や親戚に朝鮮総連での活動を依頼する帰国者の手

紙も多かったらしい。58 また、工作員ではなかったが、嘘をついて日本に入国した場

合もあったので59、日本政府はより徹底した確認プロセスを構築するが必要性があっ

                                           

57 坂中英徳. 2009. 前の本. p．100 

58 実話に基づいて作られた“家族の国”という映画の監督のヤン・ヨンヒは自分も映画の内容

と同じように北朝鮮にいる兄から朝鮮総連で活動することを要求された。  

出典：“양영희 감독 "'가족의 나라', 내 울분 담았다"”스타뉴스. 2013.03.04  

＜http://star.mt.co.kr/view/stview.php?no=2013030409455440170&type=1&outlink=1＞ 

59 脱北して日本で住んでいる日本人妻の斉藤博子のエッセーでは中国で会った女性のことを自分の

娘だと日本領事館に報告し、一緒に日本に入国したことが述べている。  出典：사이토오 히로
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た。 脱北帰国者の日本入国のプロセスは、脱北の後、中国のような第3国から日本

に入国する場合が一般的であるが、脱北の後、韓国に入国して再び日本に入国した

場合も存在する。60 つまり、日本政府は人道的な立場で帰国者及びその家族である

ことを証明できれば、他の国家に定着をした場合にも日本への入国を許可しているの

だ。 

 

２. 在日脱北帰国者の構成と法的地位 

 

現在、日本に居住している脱北帰国者の正確な数値は情報が公開されてないの

で分かりにくい。日本外務省や法務省の入国管理局では正確な数字を把握している

はずであるが、両省とも公開するのを避けている。また、在日脱北帰国者本人も、北

朝鮮に残された家族に迷惑がかかるのを極度に恐れるあまり、情報公開を望まない

場合が多い。だが、脱北帰国者を支援する団体で発行するパンフレットやコラムなど

を参考してみると大体の数値の変化が分かる。 

 

 

 

                                                                                                                

코. 2011. 북한으로 시집간 지 40년, 한 탈북 일본인 아내의 수기7. 『한국논단』 Vol.269 
60 母と娘が一緒に脱出したが、母が日本に入国、娘は行方不明になった。以後その母が民団の脱北者

支援センターに依頼して、娘が韓国の脱北者定着支援施設であるハナ院にいることが分かって娘も日

本に行けるようになった。 出典：北脱者支援民団センター. 2006. 北脱者支援Report 第7号. 北脱者

支援民団センター  
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<表2> 出版物に提示された在日脱北帰国者の数 

出典 発行年度 数値 

北脱者支援Report 第1号 

北脱者支援民団センター  
2003. 11 

約50人 

 

“在日脱北者、日本での生き地獄--北朝鮮 決死の逃避行

でたどりついた「祖国」日本でも続く絶望生活” 

Newsweek 20(8) 

2005. 2 約80人 

北脱者支援Report 第6号 

北脱者支援民団センター 
2005. 9 

約100人 

 

『日本の北朝鮮難民対策と定住、定着の諸問題』 

加藤 博 
2008. 2 

約170人 

 

『北朝鮮帰国者問題の歴史と課題』  

坂中英徳 
2009. 12 約200人 

 

<表2>を見ると、2003年に50人、2006年に100人、2009年に200人と、3年ごとに2倍

程度のペースで増加していることが分かる。恐らく、現在、2014年では250人以上の脱

北帰国者が日本に定住しているはずだ。彼らの大多数は多くの在日コリアンが定着

していて、様々な支援をもらうことが容易な東京と大阪に居住している。 

正確な数値が公開されていない状況で正確な構成人数を把握するには限界があ

る。しかし、関連資料を総合的に分析してみると、現在日本に帰ってきた在日脱北帰

国者は以下の構成である。  

A. 朝鮮から日本に移住後、再び北朝鮮に移住し、また日本へ帰国 

B. 日本で生まれ、北朝鮮に移住し、また日本へ帰国 (Aの子) 

C. 日本人妻または夫(日本国籍者)として北朝鮮に移住し、また日本へ帰国  

（AあるいはBの配偶者） 

D. 北朝鮮で生まれ、日本に移住 （BとCの子） 
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AからDに近づいてくるほど年齢は低くなる。特にDの場合、小学生から日本で大学

を通っている20代、30代までいる。彼らは、北朝鮮で生まれたので日本での生活は初

めてだが、家庭内で日本語を使ったり、日本式の生活をしたりするなど北朝鮮で帰国

者コミュニティを形成してきたので、日本になじみを感じる場合が多い。  

しかし、同じ在日脱北帰国者としても、全て同じ経験を共有しているわけでもない。

北朝鮮で配置された地域、財産や日本からの送金などによって北朝鮮での暮らしも

それぞれで、人によって脱北した理由と過程も異なるからだ。北朝鮮で生まれて現在

は日本で暮らしている在日脱北帰国者のリ・ハナによると、“北朝鮮帰国者の体験を

聞く市民交流集会に参加した当時、自分も知らなかった脱北帰国者たちのことをいろ

いろ聞いた”と告白している。61 北朝鮮には居住地移動の自由がなかったため、同じ

北朝鮮に住んでいたとしても、自分が住んでいる地域以外の生活は確認できなかっ

たはずだ。その上、日本に入国してからは脱北帰国者同士に会える交流会も少ない

し、自らの身分を隠そうとする傾向があるため、同じ在日脱北帰国者であっても同様

の経験を持っているとは言えない。 

在日脱北帰国者の国籍は様々で、無国籍62、朝鮮籍、韓国籍、日本籍、中国籍も

いる。 在日脱北帰国者が脱北をした後、最初に日本へ入国する時は帰国した当時

の国籍に戻ることになる。例えば、日本人妻のように帰国当時、日本国籍を持ってい

たものは脱北後、日本に入国して再び日本国籍者として生活することができる。また、’

                                           
61 リ・ハナ．2013.『 日本に生きる北朝鮮人 リ・ハナの一歩一歩』．大阪：アジアプレス出版部 p．166 
62 日本は朝鮮を国として認めていないので、正確に‘朝鮮’は国籍ではなく、記号としての朝鮮である。 
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帰国事業’の当時朝鮮籍だった人は、日本に帰ってきて朝鮮籍に戻ることになる。問

題なのは北朝鮮で生まれた帰国者たちの2世や３世で、彼らの場合、おそらく日本で

住んだことがないので無国籍あるいは朝鮮籍になると予想される。 

しかし、朝鮮籍の場合、'朝鮮'という言葉が書かれているだけで不快に感じたり、 

再び北朝鮮に追い出されるのではないかと不安になる在日脱北帰国者も多いという。

北朝鮮に移住する前に日本で生まれた在日朝鮮人の場合、日本に入国してから3年

が経つと日本の国籍を取得することができるそうだが、63日本で長らく生活をしてきた

在日コリアンが日本の国籍に変えることも容易ではない状況を鑑みると、国籍の変更

はそれほど簡単な問題ではないのだ。 

一方、日本人妻の子孫の場合、 父母両系血統主義の日本国籍法64によって日本

の国籍を持つべきだが、これには大きな困難がある。父母の婚姻証明書及び自身の

出生証明書などを提出するのが難しいからだ。また、証明書を準備することができた

としても日本は北朝鮮を国として認めていないため、その証明書は日本の法律上無

効になる。なお、’帰国事業’に参加した親もしくは祖父母がすでに死亡した場合や

北朝鮮に残されていた場合、DNA鑑定もできない。現在としては単身で日本に帰っ

てきた脱北者が日本人の子孫であることを法的に証明するための手段は全くないわ

けである。 このような状況で、在日脱北帰国者たちは不安定な朝鮮籍や無国籍では

なく、相対的に国籍の取得が容易な韓国籍に変更する場合が多い。 

                                           
63 坂中英徳. 前の本. p．102 
64 1984年に国籍法が改正され「父系血統主義」から「父母両系血統主義」への変更された。 
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一方、韓国政府は、国籍上自国民である在日脱北帰国者に関しても詳しく把握し

ていない65。 韓国政府が在日脱北帰国者の存在に関心を寄せないと彼らの法的な

地位はますます不安定な状況に陥ってしまう恐れがある。 

２０００年の中頃までは、脱北帰国者が短期滞在(90日)の資格で日本に入国した後、

定住資格を変更していた。しかし、その手続きがあまりにも長くかかる場合もあり、完

了まで10ヵ月以上もかかったケースがあった。定住資格がない間には国民健康保険

にも加入できず、銀行口座の開設や賃貸住宅の入居、電話、電気、ガス、水道など

生活一般に関わる全ての手続きにも苦労をしていた。しかし、２００５年からは民団脱

北者支援センターと市民団体などが協力し、日本に入国する時点からより安定的な

‘定住者'の資格が付与されたケースも出てきた。66 詳しく、どの部分がどの様に改善

されたかは確認できないが、おそらく現在は入国時点から定住者資格が付与されたり、

少なくともそのようなケースが大幅に増えたと判断される。 

 

 

 

 

                                           
65 北朝鮮の生まれの在日脱北帰国者リ・ハナの場合、日本に入国した後、適法な手続きによって韓国

籍を取得した。しかし、一般の韓国人のように住民登録番号をは付与されたかった彼女は韓国側に電話

をかけて問合わせをしたが、“日本で韓国籍を取得することはありえないし、脱北者ならハナ院(韓国内の

脱北者定着支援センター)に入らなければならない”と言われた。普通の在日コリアンも住民登録番号を

もらえないのが一般的だが、韓国の外務部係りが在日脱北者の存在すら知らなかったのが問題である。

 出典：リ・ハナ．前の本．p．236 
66 北脱者支援民団センター. 2005. 北脱者支援Report 第5号. 北脱者支援民団センター 



34 

 

3.日本での生活と意識 

 

望んでいた日本に帰ってきた在日脱北帰国者の生活は楽ではない。日本政府は

脱北帰国者に対し入国を許可しているが、入国の後は全て民間団体に任せている。

北朝鮮に移住する前に日本で住んだことがある脱北帰国者は、北朝鮮生まれの脱北

者より日本語で困ることは少ないが、彼らが生活をしていた１９６０年代の日本とは全く

違う社会になっている現在の日本に適応することもそれほど容易でない。電車の切符

を買うことや、銀行の口座を開設すること、買い物をすることなど、一般の日本人にと

っては非常に簡単なことであっても彼らにとっては市民団体のボランティアに助けても

らわないと一人で生きていけない状態である。67  

日本に入国する在日脱北帰国者の年齢は様々で、その中で高齢者や健康の理由

により就職活動ができない人々は生活保護金を受給して生活をしている。労働能力

のある若者の場合、昼にはアルバイトをしたり、夜には学校に通ったりしながら日本社

会に適応しようとしている場合が多い。しかし、大多数の北朝鮮生まれの若い脱北帰

国者の場合、日本語ができなくて就職活動もできないが、日本政府からもらう生活保

護金だけで日本語教育機関の教育費を賄うことには無理がある。日本語能力の欠如

によって就職ができないと、日本社会で適応することが難しい。しかし、2011年から日

                                           

67  Newsweek. 2005. “在日脱北者、日本での生き地獄--北朝鮮 決死の逃避行でたどりついた「祖

国」日本でも続く絶望生活”『Newsweek』 20(8) 阪急コミュニケーションズ. p.24 



35 

 

本政府の支援を受けて、在日脱北帰国者ための日本語教育機関が新設された68。生

活保護金を与えるだけでは在日脱北帰国者たちの日本定着を支援するには十分で

はないという現実を反映したようだ。  

 

<グラフ1> 在日脱北帰国者の就業状態 （2006年） 

 

出典： 北脱者支援民団センター. 2006. 北脱者支援Report 第7号. 北脱者支援民団センター 

 

<グラフ1>は民団の北脱者支援民団センターが調べた在日脱北帰国者の就業状

態である。これを見てみると、生活保護金をもらっていたり、無職な人々が全体の63%

で、また生活保護や無職者の国籍を見てみると、無国籍の人々が52%だということが

確認できる。日本国籍が26%にも達するのは、おそらく日本の国籍を持っている人々

が高齢の日本人妻であるからだと思われる。 

                                           

68 <http://www.mindan.org/dappokusien/> 

生活保護 

43% 

無職 

20% 

職業あり 

37% 
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<グラフ2> 生活保護・無職者の国籍 （2006年） 

 

出典： 北脱者支援民団センター. 2006. 北脱者支援Report 第7号. 北脱者支援民団センター 

 

無国籍者の場合、就職活動の面接で自分が北朝鮮から来たことを言うべきかにつ

いて悩むことが多い。脱北者であることを告白するとしても、イメージの悪い北朝鮮か

ら来たという事実が面接に影響を与えるおそれもある。ただ、それを言わないと無国

籍という不安定な位置にいる人を雇用しない。いくら北朝鮮で高等教育を受けたとし

てもそれを履歴書に記載したり、それが認められたりすることはない。このような在日

脱北帰国者の国籍は彼らの就職活動に大きな影響を及ぼし、日本国内で自立する

機会を奪っているかもしれない。  

 

 

無国籍 

52% 
日本国籍 

26% 

朝鮮籍 

11% 

韓国籍 

7% 

中国籍 

4% 



37 

 

一方、日本に帰ってきた帰国者が最も心配しているのは北朝鮮に残された家族の

ことだ。実際に日本に帰ってきた日本人妻2人が北朝鮮に残された子供のために再

び北朝鮮に渡ってしまったケースが2件あった。さらに現在、日本では在日脱北帰国

者に近づいて北朝鮮に残された家族を人質として北朝鮮に帰ることを促す北朝鮮の

工作員組織があるという。69 高齢者の場合、自分が脱北したことが北朝鮮に伝わり、

残された家族に迷惑をかけるのではないかという不安より、たまたま旧友に会うことさ

えも恐れているそうだ。 

また、 在日脱北帰国者は国籍などの問題で就職に不利益を受けることを恐れて

いる。実際に彼らは正式に定住者として認められ、就職活動をするのに法的な問題

はないのだが、面接で信用を得ることができず、採用されなくなるケースが多いそうだ。

その上、日本では日本人拉致問題などによって北朝鮮のイメージが著しく悪いので、

自身が北朝鮮から来たということを公開できず、それが原因となりストレスがたまる

人々が多い。正直に自分のことを言えず、思い通りに人間関係を形成することできな

いし、北朝鮮から来たことがばれるのではないかと常に心配することで性格も暗くなる。

相対的に脱北者の数が多い韓国でも脱北者に対する視線はまだ良くないが、さらに、

在日脱北帰国者の存在があまり知られていない日本では、彼らに対する視線は暖か

くはないはずだ。このような心理的なストレスを軽減するためにも、在日脱北帰国者の

存在を日本社会にもっと知らせる必要性がある。  

                                           

69  坂中英徳. 2009. 『北朝鮮帰国者問題の歴史と課題』.東京:新幹社. P.100 
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在日脱北帰国者にはアイデンティティの問題もある。北朝鮮に渡る前には日本社

会で差別されたが、北朝鮮では日本から来たという理由で‘半チョッパリ’或いは‘チェ

ポ’70と呼ばれ、一般の北朝鮮住民と交流できず、帰国者コミュニティを形成した。この

ような環境の中で育てられた帰国者の子孫は直接日本で住んだこともないのに、漠

然と日本に対して憧れたり、自分が日本人ではないかと思ったりする。苦労をして日

本に入国するまでは自分のアイデンティティに対して真剣に悩む余裕もなかったはず

だが、日本で脱北者であることを隠しながら自分は本当に何人なのかなどと悩むこと

になり、それがまた精神的なストレスになる。 

実際に、民団の脱北者支援センターで在韓脱北者と在日脱北者の心理的検査を

比較してみた結果、在韓脱北者の場合、同一言語を使う環境で文化の違いも相対的

に少ないため、精神的な負担が少ないが、在日脱北者はその反対で精神的により苦

労しており、心理的な不安症状もより強く表れた。71  

在日脱北帰国者は言語の問題、再社会化などの苦労意外にも北朝鮮に残されて

いる家族に罪悪感を感じていたり、心理的にも不安定な状態である可能性が高い。

在日脱北帰国者が日本に入国した後、何らかの理由で北朝鮮に帰る事件が持続的

に発生した場合、日本の支援政策に問題があるという認識を国際社会に与えるかも

しれない。  

 

                                           
70 ‘在日同胞’の朝鮮語の略称で、帰国者に対する蔑称 
71 北脱者支援民団センター. 2006. 北脱者支援Report 第7号. 北脱者支援民団センター 
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在日脱北帰国者が北朝鮮で日本に対する敵対心を強める教育を受けたため、実

際にそうではないかと誤解する人もいるはずだが、彼らは北朝鮮での生活に対し限

界を感じ、そこを脱出して日本に来た人々が大半である。また、北朝鮮に移住したこ

とについても、朝鮮総連に‘騙された'と思う人が多く、朝鮮総連に対する強い憎しみ

を抱いている場合が多いと推定される。自身の身分証明書に‘朝鮮’という言葉が入

っていることだけで不快感を感じる朝鮮籍の脱北帰国者もいるといい、日本に帰国し

た後、朝鮮総連を相手に訴訟を起こした場合もあった。72 

一方、在韓脱北者の場合、エッセイなどで北朝鮮に対する敵愾心と共に韓国に対

する愛国心を表すことが多いが、在日脱北帰国者のエッセーには韓国に対する言及

はほとんど現れない。在日脱北帰国者は、日本ではなく韓国に行けばより多様な支

援を受けることができたと知りながら、日本に行くことを選んだ人々である。それだけに

韓国に対する愛情と関心は少なく、むしろ日本に帰属したいという強い心を持ってい

る場合が多い。日本入国後、朝鮮籍あるいは無国籍を韓国籍に変更した在日脱北

帰国者が多いとはいえ、それはあくまでも日本籍を取得することが難しい状態で日本

での生活をより安定的にするための措置である。 

在日脱北帰国者が韓国ではなく日本に来ることを選んだ理由は、自分の真の故郷

が日本だと思う傾向が強いことによる。三浦小太郎のコラムでは在韓脱北帰国者チョ

                                           

72 在日脱北帰国者の高政美が北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会の支援を受けて損害賠償請求訴

訟を起こしたが、‘北朝鮮に帰国してから20年が経過していること、また日本に入国してから６カ月以上経

過しているので、高さんには訴える権利がなくなっている’という理由で棄却された。 

出典：北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会．2010．『かるめぎ』 88、90号．大阪：北朝鮮帰国者の生命

と人権を守る会 
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ン・ギヘとのインタビューについて下のように言及している。 

 

…日本を懐かしむ言葉を繰り返し、自分は出来ることなら日本に住みたいと呟いた。私

はこの時初めて、北朝鮮帰国者の本当の故郷は、日本なのだと言う思いにかけられた。

それも、現在の日本ではない。60年代初頭の日本と。 

 

また、脱北の当時に‘日本で生まれ日本で育った。なんとしても故郷の日本に帰り

たい’と思った脱北帰国者もいる73。 脱北後、定着したい場所として、故郷として懐か

しんでいた日本を選択したわけである。実際に、北朝鮮に移住した後、多くの帰国者

たちが日本に帰りたいと思ったあまり、精神病になったり、それが露呈し政治犯収容

所に連行されたりもした。  

 大多数の在日脱北帰国者は、自分の先祖が韓半島の南から来たと認識しながらも、

自分がそこで直接生活した記憶がない。韓国で暮らした経験があったとしても、高齢

者であるので韓国での記憶は残っていない可能性が高い。それ故に、在日脱北帰国

者は自分が全く知らない韓国に行くよりも、自分の幼時期の思い出がある日本、もしく

は自分の親が懐かしがっっていた日本に行くことを選択することになる。  

在日脱北帰国者のエッセーでは‘自分を受け入れてくれた日本政府に感謝の気

持ちを持っている’と述べることが多い。“お世話になった日本に迷惑をかけたくない。

                                           

73 Newsweek. 2005. “在日脱北者、日本での生き地獄--北朝鮮 決死の逃避行でたどりついた「祖国」

日本でも続く絶望生活”『Newsweek』 20(8) 阪急コミュニケーションズ. p.25 
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日本社会で平凡な生活がしたい”というのだ。しかし、彼らのそのような願いも、様々

な現実的問題に直面している。  

 

言葉ではうまく表現できませんが・・・。私は日本が好きです。小さい頃から、日本は私

にとって特別な意味を持っていました。実際こうして暮らしていてさらに感情が深まった、

できることならこれから一生暮らしたいところです。74 

 

上の引用文は在日脱北帰国者リ・ハナのエッセーの内容の一部である。多くの脱

北帰国者が北朝鮮において日本式の生活方式を守ってきたということは、脱北帰国

者が他の在日外国人と比べ、より早く日本社会に適応することができる可能性を表し

ている。‘帰国事業’を通じて北朝鮮に行き脱北した人々の中でも韓国行きを選んだ

ものもいるが、在日脱北帰国者は韓国での脱北者に対する多様な支援をあきらめて

日本を選択しており、日本に対する愛情が強いと思われる。 

しかし、この研究はインタビュー調査を実施しておらず、在日脱北帰国者の出版物

に依存しているため、これが全ての在日脱北帰国者の意識を反映していると断定は

できない。韓国より戦争の可能性が低くて日本への移住を選んだかもしれないし、ま

た、日本への愛情というよりは北朝鮮で住んだ人間として、韓国に行くことを憂慮した

結果そうしたのかも知れない。日本に定着をすることを目標としている在日脱北帰国

者が日本に対して好意的な文章を書いたのも当然なことで、実際の在日脱北帰国者

                                           

74 リ・ハナ．前の本．ｐ.222 
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の意識に関しては、インタビューを通じた綿密な調査が必要とされる。 
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第四章  政府と市民社会の対応 

 

1. 韓・日政府の支援方針 

 

北朝鮮・脱北者に関する日本政府の認識 

2001年6月、チャン・ギルスの家族7人が中国の北京にある国連難民高等弁務官室

に入って韓国亡命を要請した事件を契機とし、脱北者が外国公館に駆け込んで亡命

を要請するケースが急増した。75 翌年の2002年5月8日、チャン・ギルスの親戚である

家族5人が瀋陽駐在の日本総領事館に進入したのだが、公館の中まで入った女性2

人を中国公安が引き出し、公館の内で泣きながらその場面を見ている2歳のハンミの

姿がマスコミで公開され、全世界的に注目された。この事件において、日本は連行さ

れた二人の送還を強く要求しながら、中国公安が日本の領事館内に進入して自由意

志で亡命を申し込んだ人々を逮捕することは明白な国際法違反であり、日本を冒涜

する行為であると非難した。しかし、中国は日本の領事が脱北者の引渡しを正式に頼

んだ証拠を確保していると主張した。日本が外交部調査団を派遣するなどして中国と

の間に外交的な緊張関係が造成されたが、結局、瀋陽領事館の領事全員を外部の

                                           
75

 "脫北 이미지" 문화일보. 2002.09.09. 

<http://www.munhwa.com/news/view.html?no=2002090901010737195002> 



44 

 

人物と代替した。76 2004年にも脱北者29人が中国北京の日本人学校に駆け込んで

韓国亡命を要請した事件があったが、“2002年瀋陽日本領事事件のような混乱を繰り

返さないため” 最初から中国と静かに連携し、人道的に脱北者問題に対処するよう

にしている。77 

2002年5月に起きた瀋陽領事館事件は、日本政府や日本国民に‘脱北者’の存在

を知らせたが、同年9月17日、小泉純一郎総理の北朝鮮訪問の際、金正一が日本

人たちを拉致したことを認めたため、日本での北朝鮮に対する世論はますます

悪くなった。このような北朝鮮の否定的なイメージは現在までも続き、在日脱

北帰国者が‘北朝鮮から来た’という事実を隠さなければならない状態を造成

している。 

日本では第164回国会において、“拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問

題への対処に関する法律”(以下、“北朝鮮人権法”と略称)が成立した。この法律は、

2006年6月12日に衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長提案として

提出され、翌13日の衆議院本会議で賛成多数で可決後参議院に送付され、14日に

参議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会で審議の後可決、16日の参議

院本会議で可決、成立した。その後、6月23日に公布、施行された。78 

                                           
76

 북한인권시민연합. 2007. 언론과 활동가들이 진단하는 재외탈북자 실태와 외교적 지원방

안, 제28회 북한동포의생명과 인권 학술토론회. 사단법인 북한인권시민연합 
77

 "탈북29명 전원 한국 올듯…日 "조용히 인도적 처리""동아일보. 2004.09.02 

<http://news.donga.com/3/all/20040902/8102497/1> 
78宇佐美正行, 北朝鮮人権法の成立と拉致問題をめぐる動向 : 拉致問題解決に向けた国際的な連携

の強化へ, 立法と調査. (258),, 参議院, 2006-07-21 
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脱北者を支援することを反対する人たちは、在日脱北帰国者は‘中国残留邦人79’

 と違って、自らの意志で日本を離れ、北朝鮮に行った人々ではないかと非難し、北

朝鮮人権法の可決に反対した。しかし、多くの在日朝鮮人が北朝鮮に渡った理由に

は様々な要因があり、その全てを彼らの意思による選択ということはできず、当時の社

会構造が彼らに帰国を仕向けたとも解釈できる。北朝鮮人権法に反対していた日本

共産党と社会党はこの法案が内政干渉と主張しているが、現在多くの国々が“人道

的な理由”で脱北者の支援に同意している。また’帰国事業’に同調し、9万人以上の

在日朝鮮人を北朝鮮に送ったという責任をとる必要性がある。 

 北朝鮮人権法の内容を見てみると、第1条で“我が国の喫緊の国民的な課題である

拉致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局分類語彙表人権侵害問題への対処が国

際社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、北朝鮮当局分類語彙表人

権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当

局分類語彙表人権侵害問題の実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的とする。

"とこの法案の目的を明らかにしている。80  

しかし、北朝鮮人権法の主な内容は、日本人拉致問題である。これと同様に日本

で北朝鮮の人権問題といえば、主に日本人拉致問題を連想する日本人が多い。自

国民の問題を優先しているのは当然のことだが、脱北者について消極的に言及して

                                           
79 日本が作った傀儡国家「満洲国」には国策により「満蒙開拓団」として多くの日本人が住んでいたが、

敗戦による混乱で避難し、転々と逃避行を続けた。その中で、中国に置き去りにされ、中国人家庭で保

護されたり、日本に帰ることができなくなった人々を「中国残留邦人」と呼ぶ。 
80 出典：http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO096.html 
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いるだけで、現実的な支援方針はない。第6条で脱北者を“北朝鮮を脱出した者であ

って、人道的見地から保護及び支援が必要であると認められるものをいう"と説明しな

がら“政府は、脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする。”

と明示している。しかし、この法案が制定された２００６年以来、日本政府が在日脱北

帰国者のためにしたことだと言えるのは、2011年に市民団体が日本語教育機関を設

立した際にその資金を支援したことしかない。 

1987年1月20日、北朝鮮の住民11名が船で日本に漂着し、亡命を求めた事件があ

った。いわゆる‘ズ・ダン号事件’と呼ばれるこの事件は、脱北者が海路を使って日本

に漂着した後、亡命を要請した最初の事件として記録されている。当初、日本政府は

北朝鮮当局の主張に沿って、彼らを‘事故により日本に流れついた漂流民’として扱

い、北朝鮮に送還しようとした。日本政府は朝鮮総連を仲介者とし、脱北者たちを強

制送還しようとしたが、脱北者たちが“南の暖かい国で自由に生きたい”と亡命の意思

を表示し、総連との面会を拒否した。また、民団もこの事件に介入することになり、在

日団体の間で緊張感が形成されたのだが、結局日本政府は脱北者たちの自由意思

を確認した上、人道的に彼らを第3国に移送することを決定した。 81 

2007年6月には、北朝鮮から木造船に乗った男女四人が青森県深浦町に漂着し

たこともあった。四人は警察当局に上申書を提出し、一時庇護上陸許可を申請した。

日本政府はその四人に対し一時庇護上陸許可を認めた。その後、日韓両国政府は

                                           
81

 "김만철 일가를 데려와라" 삼각 외교전" 연합뉴스. 2011.11.07   
出典：http://www.yonhapnews.co.kr/special/2011/11/05/1438010000AKR20111105053700043.HTML 
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四人の希望に沿って韓国に向けて出国させることで合意した。82 この事件は２０年前

のズ・ダン号事件と異なり、2006年に制定された北朝鮮人権法によって脱北者の‘一

時庇護上陸許可’が順調に認められ、これによりより円滑な韓国行きが可能となった。

また、日本政府は漂着した脱北家族について名字も、履歴も、写真も一切公開しな

かった。それは北朝鮮に残された家族や親戚の安全に配慮したためであった。その

後、2011年には8メートルほどの小さな木造船に乗って、子供3人を含めた9人の脱北

者たちが日本に漂着し、韓国への亡命を希望した事件があった。日本政府は2007年

の先例にならい、彼らを韓国へ移送した。83  

このように海路を通じて日本に漂着した脱北者に対し、日本政府が一時庇護上陸

を許可するのは、現在日本政府が’帰国事業’を通じて北朝鮮に渡った元在日朝鮮

人やその家族に限って日本での在留を許可しているとしても、北朝鮮を‘人権侵害

国’、脱北者のことを‘支援が必要な人’として認識しているからだと考えられる。 

しかし、日本政府が海上を通じて日本への亡命を要請する脱北者を受け入れる可

能性はほとんどない。むしろ日本政府は海上を通じて脱北した事例がマスコミに知ら

れて脱北者の数が増加することを望まないという。中国当局の脱北者取り締まりの強

化政策で中国内の外国公館を利用した脱北が難しくなり、海路を利用した脱北が増

える可能性があるが、現在、在日脱北帰国者の支援政策さえまともに用意されてない

状態で、日本政府が一般の脱北者の日本入国を許可する合理的理由はないであろ

                                           
82  坂中英徳. 前の本. pp.93-94 
83 “＜脱北者、金沢沖漂流＞日本政府は「本人の意思尊重」、韓国に身柄の引き渡しも” 中央日報. 

2011.09.14 出典：<http://japanese.joins.com/article/723/143723.html>  
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う。 

 

日本政府の脱北帰国者に対する対応 

日本での定住を希望する脱北者に対し、日本政府は以下のような基本方針を持っ

て当たっている。まず、日本国籍を持っているものは何の条件もなく、入国ができる。’

帰国事業’を通じて北朝鮮に渡る前、元在日朝鮮人であったものについてはその本

人および子孫も日本の法律によって‘定住者’の資格を持つようになり、入国が許可

される。日本政府は国籍に関係なく、’帰国事業’に参加して北朝鮮に渡った人とそ

の家族に限って、北朝鮮の迫害を避けて帰国する人は適法に受け入れている。しか

し、日本政府は2002年11月、新聞の報道によって秘密入国した日本人妻たちの存在

が公になる前には、在日脱北帰国者の存在を隠し、彼らを保護しているということもこ

とも公開しなかった。 日本政府は脱北帰国者が日本に入国する直前の手続きには

関与しているが、入国の後は、ほぼ全く支援してない。家族や親戚がまだ日本で住ん

でいて、連絡がとれた場合には、その家族と引き合わされるのだが、そうでない場合、

民間団体に引き渡される。幸いに、2007年7月2日からは彼らの定着支援、自立支援

を助ける行政窓口が指定されて必要な手続きや相談を受けるようになった。84  

日本政府は、収入がない脱北帰国者に生活保護金を支給しているが、別途の初

期定着支援金は支給していない。働いて収入が生じると生活保護金の支給は中断さ

                                           
84  坂中英徳. 前の本. pp.90-93 
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れるが、社会主義体制から来た脱北帰国者にとっては不慣れなシステムである。それ

に、十分ではない生活保護金で日本語の教育を受けるのも困難である。このような状

況で多くの脱北帰国者たちは、日本の社会がとても薄情であると認識してしまうのだ。

在日脱北帰国者の中で実際、日本政府に抗議をした事例もあったが、彼らの意見が

受け入れられたことは一度もなかった。85      

以前、 日本外務省が厚生労働省に支援制度の創設を要請したことはあったそう

だが、厚生労働省は“中国の残留孤児とは違って、自分の意思で北朝鮮に帰った人

たち”という理由で対応を断った。また、約200人という人数も支援決定の障害となっ

たそうだ。86 

現在、在日脱北帰国者の数が200人程度にしかならないといって、この問題を放置し

ておくべきではない。日本入国を希望する脱北帰国者の数が今後もますます増加す

る可能性が高い。’帰国事業’を通じて北朝鮮に帰国した人々の数は、 2歳・3歳を含

めて約30万人以上になるはずだが、実際には20万人くらいだと推測されている。87 

今後、もし北朝鮮から日本に自由に往来することができるようになったら、多くの帰国

者が日本に来ることを希望するようになるかも知らない。そのためにも、日本政府は在

日脱北帰国者の問題に関心を寄せる必要性がある。  

                                           
85

 구니토 아미.  2011. “구술증언으로 본 재일탈북자의 일상생활.” 동국대학교 북한학과 

석사학위 논문  pp. 76,90-91 
86 “北朝鮮で苦しむ人々④” 牧野愛博. 朝日新聞. 2013.09.27  

＜http://asahikorean.com/article/asia_now/korea_peninsula/AJ201309270088＞  
87 出典：＜http://sustainability.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_25d2.html＞ 
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いわゆる中国帰国者と呼ばれている中国残留邦人の場合、2002年末まで国費で

日本に帰国した人の数は19,898人である。中国帰国者支援は、永住帰国後の自立

支援のため、体系的に行われた。まず、帰国直後、‘中国帰還者の定着促進センタ

ー(3ヵ所)’という施設で日本語教育、基本的な生活の指導、就職相談などを帰国後4

ヵ月間進め、その後は半年ほど‘中国帰還者自立研修センター(12ヵ所)’でまた日本

語教育、生活・就職相談 大学進学の準備などの支援を受ける。 帰国後2～3年の間

にも引き続き‘中国帰国者支援・交流センター(2ヵ所)’で様々な支援を受けることがで

きる。しかし、現在は中国帰国者の減少により、‘自立研修センター’は閉鎖された。88 

中国帰国者の場合、体系的な支援システムを用意したにも関わらず、日本社会に

適応できず、再び中国に返ってしまったケースも多かった。中国帰国者の数は減少し

ているが、在日脱北帰国者の数はこれからも増加するはずで、中国帰国者に対した

支援経験に基づいて、改善すべきな点は改善し、現在使われない支援施設などを脱

北帰国者向けの支援施設に転用してみる価値がある。 

‘北朝鮮難民’という用語は日本でよく耳にするが、脱北者が日本で正式的に‘難民

'と認められた事例は現在までない。2003年5月、韓・日のマスコミは元北朝鮮工作員

出身の脱北帰国者青山健熙に対して‘法務省東京入国管理局が北朝鮮による迫害

を根拠に青山の難民認定申請を認める予定だ’と報道した。89 しかし、2003年11月

                                           
88 宮田敦司. 前の本. pp.71-72 
89 “北朝鮮元工作員、難民認定へ入管「妥当」の報告「国が迫害」根拠に”読売新聞. 2003.5.29   

“일본, 탈북자 첫 난민 판정... 외교 파장 주목” SBS. 2003.05.29 
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‘難民の条件に合致しないとして「不認定」とする結論を通知’した。90 

脱北帰国者が日本政府に対し難民としての認定を求めているのは、現在の日本に

おける生活が安定的であるからだ。在日脱北帰国者は日本に入国した後、生活基盤

もなく、直ぐには稼げないため、他の生活が困難な日本人と同じく生活保護金をもらう

ことになる。生活保護受給の資格が認められると、各行政区域が定めた家賃(東京の

場合、最高で6万8千円)と生活費8万6千円（一人当たり）が支給される。しかし、定着

支援金は支給していない。また、脱北帰国者に対する日本人の認識が低く、イメージ

の悪い北朝鮮から来たということを隠さなければならないため、就職等においても不

利である。難民としての認定は、在日脱北帰国者に対する認識を高めることができ、

彼らの状況を考慮して支援政策を策定することもできるはずだ。 

 しかし、実際に、日本以外の国家でも、脱北人を難民として認めるケースはなかなか

ない。中国とロシアは、むしろ北朝鮮に協力的に対応しているし、2004年10月、北朝

鮮人権法を制定したアメリカも難民と認定する場合は少数である。91 

 日本が脱北者の帰国者を難民として認定しない背景には、今後起こるかもしれない

北朝鮮崩壊後の状況に対しての心配があるからであろう。日本は北朝鮮が崩壊し、

多くの脱北者たちが日本に流入するような状況を憂慮している。ある海上保安庁関係

者は “日本に1万5000～2万人の脱北者が日本に押し寄せることになる。しかも、難

                                           
90“脱北者の難民非認定 入管判断覆す「中国国籍も保有」法務省” 産経新聞. 2003.11.12 
91

 유경아. 2009. “탈북자 난민인정요인에 대한 비교 연구-인간안보 관점의 필요성에 대

한 시론.” 인하대학교 석사학위 논문 pp.56-59  
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民の中には武装した者や、特殊工作員が紛れ込むかもしれない”と危惧した。92  

日本が元在日朝鮮人やその家族に限って入国を許可し、日本への亡命を希望す

る一般脱北者の入国を受け入れない理由も、このような事態に起因する。日本が、一

般脱北者まで受け入れる場合、より多くの脱北者たちが日本に亡命することを希望す

るかもしれない状況を日本は危惧している。  

脱北者に対する難民認定は厳格に行われるべきだ。しかし、現在の日本政府が脱

北帰国者とその子孫の日本入国を許可している今の状況では、もし北朝鮮が崩壊し

た後、北朝鮮に残されていた在日脱北帰国者の多くの家族が日本への入国を希望

することになるかもしれない。その様な状況に備えておく必要性はあるであろう。   

 

韓国政府の立場 

韓国の在外脱北者政策は、 一般的に北朝鮮を脱出した後、韓国に入国できない

まま、 人身売買、労働力の搾取、北朝鮮へ強制送還などの危険な状態に置かれて

いる脱北者問題を中心としている。したがって相対的に安定的な生活を保障されて

いる日本で在留している脱北者より、中国・東南アジアなどに滞在してしる脱北者問

題が論議の焦点となっている。在日脱北帰国者に対しては、日本と同様に、韓国でも

ほぼ全く知られていない状況で、学術的な研究も進んでいない。  

基本的に韓国政府は北朝鮮との‘特殊な関係’を理由とし、その主眼を離散家族

                                           
92 週刊現代. 2012. “200万人の難民、サリン搭載ノドン、テポドン… 北朝鮮大崩壊→暴発 そして日本

の惨劇” 『週刊現代』 54巻1号(2647) pp.49-52 
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の再会及び北朝鮮に対する韓国の人道的支援に置いている。だが、海外滞留中の

脱北者については積極的な保護や入国支援は避けている。93  

  韓国政府が在日脱北帰国者に関して公的な関心を表明したのは2011年12月12日、

韓国統一部所属のハナ院(北朝鮮離脱住民定着支援施設)の関係者4人が民団の韓

国中央会館を初めて訪問した時であった。彼らは日本内の脱北者の実態を調べるた

め、民団中央本部副議長の呂健二代表に会い、民団の北脱者支援民団センターの

活動、日本政府の公的支援の不在や在日脱北帰国者に対する韓国政府の理解と支

援要請について話を聞いて帰った。94  しかし、その後、韓国からの支援政策の変化

は何もなかった。 

日本政府の公的な支援がない状況で在日脱北帰国者たちのエッセイや関連記事

を読んでみると、 彼らが共通に願っているのは ‘日本版ハナ院'の設立であるという

ことが分かる。 

ハナ院は韓国に生きる脱北者の社会定着を支援するための韓国統一部所属の機

関として、1999年7月8日、ソウルの近郊に設立された。1994年から韓国に入国する脱

北者の数が急激に増加することによって、韓国政府は彼らに対する効率的な保護及

び支援のための施設を建設することを決定したのだ。ハナ院は生活館、教育館、宗

教室、体力鍛錬室、図書室などの施設を備えており、情緒の安定や文化的な異質感

                                           
93

 이신화. 2010. “동북아 주요 국가의 탈북자 정책.”  『아세아연구』  통권 141호, 

pp139-168 
94

 “하나원 관계자 민단 방문” 민단신문 2011.12.22  

＜http://www.mindan.org/kr/front/newsDetail.php?category=0&newsid=11336＞ 
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の解消、社会経済的な自立の動機を与えるなど、3ヵ月にわたり社会適応教育を実施

している。95 在日脱北帰国者たちは自身が韓国に行ったら、このような支援をもらえ

ることを知りつつも、日本に入国することを選択した人々である。韓国のハナ院も、そ

れなりの問題点を抱えていることが知られているが、まともな支援施設のない日本で

居住している在日脱北帰国者たちにとっては、ハナ院のような施設が日本に設立さ

れることを願っているのである。 

 

在日脱北帰国者を支援している日本人や市民団体も‘日本版ハナ院’の設立を願

っている。 北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会代表の三浦小太郎は、1970年代の

ベトナム難民のための品川の収容施設を再利用し、そこで在日脱北帰国者に必要な

教育や訓練を行うべきだ主張している。96 また、2011年12月11日に関東地域で行わ

れた在日脱北帰国者交流会で来賓として招待された民主党の中川正春文部科学大

臣も日本版ハナ院の必要性を語ったことがある。彼は“脱北者を保護して支援する義

務は北朝鮮人権法に規定されているが、それを実現していくことが政治家の義務”と

強調した。97   

日本版ハナ院を設立するため、長い間、脱北者支援事業を通じてノウハウを積み

重ねた韓国政府の支援が求められる。適切な社会教育及び職業訓練等を実施すれ

                                           

95 出展：http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1202994&cid=40942&categoryId=34509 
96 三浦小太郎．前の本. P.96 
97 “関東地域脱北者交流会…中川文科相が激励に”民団新聞 2011.12.21 

＜http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=0&newsid=15309＞ 
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ば、在日脱北帰国者を単に保護して支援することが負担となるのみではなく、新しい

人材として活用できる可能性がある。５５年前、日本は‘人道主義’という名文で’帰国

事業’を行い、在日朝鮮人を北朝鮮に送ったのだが、今こそ、真の‘人道的’な支援

活動を見せるべきだ。 

在日脱北帰国者の中では、韓国の国籍を取っている人も多く、彼らは国籍法上韓

国民であるが、韓国政府は彼らについての認識も低い。彼らが日本に定着した以上、

日本政府の適切な対応が求められる。在日脱北帰国者支援対策に関する韓・日の

協力が必要なのだ。 

 

2. 市民社会の対応 

 

在日社会 

在日社会で在日脱北帰国者を支援する‘脱北者支援民団センター’は2003年

6月4日に設立された。センターの活動内容及や関連事業などを知らせる‘北脱者支

援Report’は非定期的に7号まで発行された。基本的な活動としては、定着金の支援、

就職斡旋、住宅斡旋、日本語学校や韓国語ができる医師を紹介するなどの支援と相

談がある。  

 センターは脱北者のために‘交流会’も開催している。2003年7月20日には関東、8

月3日には関西地区で初めて開催され、その後は年２回ほど東京と大阪でそれぞれ
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交流会が行われている。2004年9月22日の東京での交流会には、自民党の平沢勝

栄衆議院議員も参加した98。このような交流会を通じて脱北帰国者は就職相談や日

本語学校の紹介などの助言をもらうことができ、自分と同じ立場にいる脱北者たちや

ボランティアにも会うことができる。また、センターのReportからは‘各地でチャリテ

ィーゴルフ開催’、‘脱北者チャリティーコンサート’など脱北者のため、支

援金を募集していることが分かる。 

このように様々な内容で在日脱北者を支援してきた民団支援センターはその支援

を中断しろという朝鮮総連の要求を無視してきたのだが、２００６年、民団支援センタ

の脱北者支援活動が全面的に中止になった事件が起こった。民団と朝鮮総連が和

解を試みた‘5・17共同声明’がその引き金となった。99 しかし、支援活動の中止は民

団の地方本部ごとによってその意見が異なっていた。2006年5月23日の毎日新聞に

よると、49ヶ所あるの民団地方本部のうち、18ヵ所は中央本部の活動中止決定に対し

て´支持しない’という意見を明らかにした。 

民団が総連と和解して脱北者支援を中断することは単に活動の中断を意味するに

とどまらなかった。民団センター内にて保管されていた脱北者たちの個人情報が北

朝鮮に伝わり、北朝鮮に残っている脱北者の家族が危険な状態に陥る可能性もあっ

たためだ。実際に、支援の中断に反対した職員たちは、脱北者名簿やインタビューな

                                           
98 北脱者支援民団センター. 2003-2006. 北脱者支援Report 第1号―7号.北脱者支援民団センター 

99 “共同声明発表・反目、対立から和解、和合へ”東洋経済日報 2006/05/19 
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どの情報を必死に隠したという。100 結局、北朝鮮の弾道ミサイル発射がきっかけで

その和解は無効化され、支援活動も約1年後に再開されたのだが、’帰国事業’の当

時に朝鮮総連と民団の間で北朝鮮への移住に対する悩みで苦労していた在日脱北

帰国者は、日本に帰ってきても相変わらず不安定な生活を送っている。 

在日脱北帰国者を支援することはもともと‘北朝鮮’を‘地上の楽園’と宣伝した朝

鮮総連がすべきことだが、総連は却って脱北帰国者のことを‘共和国の恩を捨てた裏

切り者、嘘つき’と非難している。民団は突然の支援中断のため、都合によって’脱北

帰国者’を利用しているという印象を残してしまった。何十年も前、 北朝鮮と総連が’

帰国事業’をもって社会主義のイデオロギーや体制の優越性を見せようとしたように、

民団は脱北帰国者の支援を広報手段に活用してはいけないはずだ。 

 

市民団体 

 

在日社会以外にも脱北帰国者を支援する日本の市民団体もある。まず、 加藤 

博が理事長を務めている‘北朝鮮難民救援基金’は1998年から活動し、2011年に法

人化された。注目すべきなのは、2011年11月、日本文化庁の支援を受けて、日本で

初めて公的な脱北者向けの日本語教育を開始したことだ。この団体は人道的な立場

や同じ民族として脱北帰国者を助けるべきだと民団と説得し、民団が支援センターを

                                           
100 脱北者支援民団センターが活動停止, 加藤 博, 北朝鮮難民救援基金news 2006.06 No.047 ＜

http://www.asahi-net.or.jp/~fe6h-ktu/news0606.htm＞ 
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設立するように影響を与えた。 101     

2005年に発足した‘北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会'は日本の元法務官僚で

ある坂中英徳が代表を務めている。この団体は‘北朝鮮と‘帰国事業’を一緒に進行

した日本側の道義的な責任を痛感せざるをえない’という論理を持って活発に支援活

動を行っている。また、帰国者問題の本質と帰国者支援の必要性を日本国民に知っ

てもらうため、帰国者問題に関する広報・啓発活動を積極的に行っている。また、生

活相談において、朝鮮語ができるボランティアが必要なため、支援を受けた脱北帰国

者たちが今後、ボランティアになって活動することを希望している。102 支援している

脱北者がただ支援を受ける対象ではなく、積極的にこの問題の解決ために関わるこ

とを促すことが特徴である。しかし、坂中英徳の場合、人道主義的な理由意外にも在

日脱北帰国者が日本人に同化するように支援方向を設定していて、これは民団との

支援と異なる部分である。 

その他にも、2011年に設立されて脱北帰国者の子供の学習を支援したり、脱北帰

国者を講師として朝鮮料理教室を開くなど、ただ支援するのではなく、‘脱北帰国者

の自立’を目的とする民間団体の‘オッケトンム103'などがある。  

 

 

                                           
101

 “脱北者支援民団センターが活動停止”北朝鮮難民救援基金News 2006.06 No.047  

＜http://www.asahi-net.or.jp/~fe6h-ktu/news0606.htm＞ 
102

 坂中英徳. 前の本 pp.106-109 
103 オッケトンム ＜http://www.takatsuki-osk.ed.jp/kitahiyoshi/okketonmu.htm＞ 
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第五章  結論 

 

多くの在日朝鮮人が‘帰国事業’を通じて北朝鮮に移住したのは自発的な選択で

あったと言い切れない。彼らが日本を離れる決心をするようになったのには構造的な

状況が作用していた。在日朝鮮人に対してより酷い状況を作り出した日本社会、‘地

上の楽園’だと宣伝した北朝鮮・朝鮮総連や誤った情報を伝えたマスコミなど、様々

な要因が在日朝鮮人を北朝鮮に移住するように影響を与えていたのだ。 

新たな生活を夢見ながら着いた北朝鮮で、元在日朝鮮人は、自分の期待と異なる

現実に出会い、北朝鮮社会に適応できない人たちも多数発生した。 元在日朝鮮人

の生活も人によって様々であったが、脱北した人々のエッセーによると、彼らは大体、

日本から持ってきた財産と日本から送られた物資、円のおかげで一般の北朝鮮住民

より豊かな生活ができたが、その出身成分のため、進学や就職において不公平な立

場に置かれていた。結局、北朝鮮に移住した元在日朝鮮人は、北朝鮮社会に統合さ

れることなく、孤立し、自分たちだけのコミュニティを作り出した。このコミュニティの中

で日本を懐かしんだり、禁じされた日本語を使ったりしながら自分たちの本当の故郷

は日本だと考えるようになった。さらに、日本で住んだこともない北朝鮮生まれの子孫

たちも、そのコミュニティで育ちながら、日本という国に特別な愛情を持つようになる。 

脱北の理由はそれぞれだが、日本に入国して定着した在日脱北帰国者の場合、

その全てが‘帰国事業’を通じて日本から北朝鮮に移住した元在日朝鮮人とその家



60 

 

族である。彼らのほとんどは韓国に行けば脱北者として、より多様な支援が受けられ

るということを知りつつも、日本への入国を決めた人たちである。親がそれほど懐かし

んでいた日本、又は幼年時の記憶がある日本を自分の本当の故郷だと思う在日脱北

帰国者が多い。したがって北朝鮮に移住後、また日本に定着するようになった在日

脱北帰国者の場合、元の場所に戻ったという意味で‘逆移住’と言える。 

日本政府は在日脱北帰国者に対して入国は許可しているが、 その支援政策は脱

北帰国者が望んでいるほど十分ではない。 ２００６年、日本では北朝鮮人権法が制

定され、北朝鮮を人権侵害国として認識し、脱北者を保護・支援する責務を負うと明

示するに至ったが、直接な支援というよりは、NGO を通じて間接的に支援している。

しかし、政府からの支援はまだ不足しており、在日脱北帰国者が日本で再定着するこ

とには困難な場合が多い。 在日脱北帰国者が日本での定着を選んだ以上、日本政

府は人道的な立場と‘帰国事業’を支援した一部の責任を負って積極的な支援を

徐々にでも見せる必要性がある。また、韓国政府も、自国民である在日脱北帰国者

に関心を持ち、日本社会で彼らがきちんと定着できるよう協力するなど、両政府が連

携して在日脱北帰国者を支援することが望ましい。 

政府の支援以外にも、在日大韓民国民団と日本の市民団体が現在、在日脱北帰

国者を支援している。民団の場合、２００６年の朝鮮総連との和解の試みが引き金とな

り、在日脱北帰国者に対する支援を一時的に中断したが、在日脱北帰国者の安定

的な再定着のため、支援活動は持続的に行われる必要がある。また、在日民族団体

である朝鮮総連の場合、‘帰国事業’の責任を持っているにもかかわらず、脱北帰国
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者に対して謝罪するどころか、むしろ彼らを非難している。一方、‘帰国事業’の責任

と人道的な理由で在日脱北帰国者を支援している市民団体の場合、単に彼らを支援

するのではなく、日本社会で彼らが自立するように手伝うことを目指している。このよう

な活動は、移住した後、また日本社会で孤立するかもしれないと危惧する在日脱北

帰国者を統合するといった観点から、望ましいことである。 

今後、日本入国を希望する脱北帰国者はますます増加するかもしれない。‘帰

国事業’の責任を取り、人道的な支援を実施するため、韓・日両政府、市民団体はも

ちろん、在日脱北帰国者たちも、より積極的に自身の声を発信する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

▷参考文献 

＜韓国語＞ 
강철환. 2003. 『수용소의 노래.』 서울: 시대정신 

고윤범. 2006. 일본의 대북정책 및 수교협상에 관한 연구. 한국외국어대학교 외교

안보학과 석사학위 논문  

구니토 아미. 2011. “구술증언으로 본 재일탈북자의 일상생활.” 동국대학교 북한

학과 석사학위 논문 

권숙인.2008. “디아스포라 재일한인의 ‘귀환’-한국사회에서의 경험과 정체성”

『국제• 지역연구』, 14(3). 

김경화. 2010. “미국 북한인권법 제정배경과 내용연구: 일본 북한인권법과 비교하

여.” 이화여자대학교 석사학위 논문 

남근우. 2010. “북한 귀국사업의 재조명 '원조경제'에서 '인질(볼모)경제'로의 전

환.” 『한국정치학회보』 Vol.44 No.4, 한국정치학회. pp137-158 

남북문제연구소 편. 1991. 『북에서 온 편지: 북송 일본인 처들이 전하는 사연』. 

서울: 남북문제연구소 

박광득. 2011. "북한인권법의 현실과 개선방향" 『 통일전략 』  제11권 제3호. 

pp.135-171 

박영호 외. 2010. 『북한인권백서 2010』 서울:통일연구원 

박정진. 2011. “북한의 대일접근과 재일조선인 북송(귀국)문제” 『북한연구학회

보』 제15권 제1호. pp219-246 

박정진. 2010. “재일조선인 귀국(북송)문제의 쟁점과 재론: 북한의 노동력 부족설

을 중심으로. ”  북한연구학회. 『 북한연구학회 춘계학술발표논문집 』 

Vol.2010  pp33-37 

박정진. 2011. “재일조선인 ‘북송문제’와 일본인의 ‘귀국협력’- ‘일조우호

운동’의 연속이라는 관점에서.” 『사회와 역사』 통권 제91집, 31-60 

『북한인권백서2014』. 2014 통일연구원. 

북한인권시민연합. 2007. 언론과 활동가들이 진단하는 재외탈북자 실태와 외교적 

지원방안, 제28회 북한동포의생명과 인권 학술토론회. 사단법인 북한인권시

민연합 

사이토오 히로코. 2011. 북한으로 시집간 지 40년, 한 탈북 일본인 아내의 수기 

1-7. 『한국논단』 Vol.259-269 

신숙옥, 강혜정 역. 2006. 『자이니치, 당신은 어느 쪽이냐는 물음에 대하여: 재일

동포3세 신숙옥이 말하는 나의 가족 나의 조국. 』 서울: 뿌리와 이파리 

오츠카 켄지. 2013. “귀환자와 북한주민들 간의 사회적 갈등에 관한 연구.” 북한

대학원대학교 석사학위 논문 

유경아. 2009. “탈북자 난민인정요인에 대한 비교 연구-인간안보 관점의 필요성

에 대한 시론.” 인하대학교 석사학위 논문 

윤여상. 2003. 탈북자문제에 대한 관련국의 정책 한국방송학회 세미나 및 보고서. 

한국방송학회. pp 41-56 

이수련.  2001 “북한은 귀국 재일동포들에게 지옥이었다.” 『북한』. 제359,360



63 

 

호 

이신화.  2010. “동북아 주요 국가의 탈북자 정책.” 『아세아연구』 통권 141호, 

pp139-168 

이영화. 1997 “북송교포의 일본인 아내는 처형되었다.”  『극동문제』  통권 제

226호 

이주철. 1999. “입북 재일동포의 북한 체제적응에 관한 연구.” 『통일문제연구』 

제11권 1호. pp107-129 

임옥규. 2010. “북한 문학에 반영된 재일조선인 디아스포라.” 『통일인문학논총』 

Vol.50 건국대학교 통일인문학연구단. pp277-302 

재일본조선인총련합회 중앙상임위원회 편. 1973. “수령님의 따사로운 보살핌 속에

서(2): 재일동포생활수기.” 조국통일사 

정은이. 2009. “재일조선인 귀국자의 삶을 통해서 본 북한체제의 재조명- 재일탈

북자의 증언을 중심으로.” 『아세아연구』 제52권 3호 pp189-227 

진희관. 2002. '재일동포의 '북송' 문제' 역사비평 Vol.- No.61 역사문제연구소.  

pp.80-95 

카토 히로시. 2008. “북한이탈주민에 대한 일본의 정책과 개입.” 『해외 난민정

책과 북지전문인력양성 방안』. 그리스도대학교 남북통합특성화 사업단; 북

한이탈주민 연구학회[공동]주최 특성화 사업단 국제학술 대회. 

타메카와 치구사. 2013. “일본의 재일한국인 북송(北送)결정에 관한 연구.” 고려

대학교 정치외교학과 석사학위 논문 

테사 모리스 스즈키. 한철호 역. 2008. 『북한행 엑서더스』 서울:책과 함께. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

＜日本語＞ 
宇佐美正行. 2006. 北朝鮮人権法の成立と拉致問題をめぐる動向 : 拉致問題解決に向け

た国際的な連携の強化へ, 立法と調査. (258), 参議院 

稲山三夫.2002.『拉致被害者と日本人妻を返せ: 北朝鮮問題と日本共産党の罪』 東京:未来

書房 

李偉．2004．“脱北者問題と東北アジア地域の安全保障ー人間の安全保障から見た考察ー”

 現代社会文化研究No.30 

李 相峯, 石丸次郎, 辛淑玉. 2011. “在日朝鮮人「’帰国事業’」とは何だったのか 座談会 

増える脱北帰国者と向き合う日本社会に”『金曜日』 19(9), pp48-51 

北脱者支援民団センター. 2003-2006. 北脱者支援Report 第1号―7号.北脱者支援民団セ

ンター 

北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会．2010．『かるめぎ』 88、90号．大阪：北朝鮮帰国者の

生命と人権を守る会 

清水, 朗. 2013. “脱北者問題とシェンゲン協定”『一橋法学』 第12巻 第1号 pp.359-368 

金英達, 高柳俊男 編．1995． 『北朝鮮’帰国事業’関係資料集』, 東京:新幹社 

坂中英徳. 2009. 『北朝鮮帰国者問題の歴史と課題』.東京:新幹社. 

------. 2006 『脱北帰国者支援は私の使命』. 東京: 脱北帰国者支援機構.  

辛淑玉. 2003. 『鬼哭啾啾:「楽園」に帰還した私の家族』 大阪: 解放出版社 

週刊現代. 2012. “200万人の難民、サリン搭載ノドン、テポドン… 北朝鮮大崩壊→暴発 そ

して日本の惨劇” 『週刊現代』 54巻1号(2647) pp.49-52 

諸君. 2006. “脱北帰国者」をどう迎え入れるべきか (渾身の総力特集 中国の靖国攻撃 北

のミサイル "双子の危機"に備える)”『諸君』 38(9), 文芸春秋.  pp.92-101 

ソニア・リャン 著,中西恭子 訳. 2005．『コリアン・ディアスポラ : 在日朝鮮人とアイデンティテ

ィ』 東京: 明石書店 

高全恵星 監修, 柏崎千佳子 監訳. 2007.『ディアスポラとしてのコリアン: 北米・東アジア・

中央アジア』 東京: 新幹社 

張明秀. 1998. 『北朝鮮裏切られた楽土』. 東京:講談社 

中央公論. 2006. “日朝間の問題は"拉致"だけではない 脱北帰国者は我々の行動を待っ

ている 対談 (北朝鮮帰還事業の爪痕)” 『中央公論』 121(11). 中央公論新社 pp.1

42-155  

-----. 2007. “在日脱北女性の証言 独裁国家からの逃走は四〇年来の願望でした” 『中

央公論』 122(8). 中央公論新社. pp.166-177 

テッサㆍモ-リス-スズキ 著 ; 田代泰子 訳．2007．『北朝鮮へのエクソダス : 「’帰国事業’」

の影をたどる』 東京:朝日新聞社 

土井たか子 編.1984. 『「国籍」を考える.東京:時事通信社』 
統一日報編集部. 2006. 『民団+総連の「和解」のウラで何が起っていたのか!?』.東京:洋泉社 

野村 旗守. 2006. “在日社会 朝鮮総連&民団「歴史的"野合"」の裏で切り捨てられた在日

脱北者の悲痛な叫び.” 『Sapio』 18(15), 小学館. pp23-25 

Newsweek. 2005. “在日脱北者、日本での生き地獄--北朝鮮 決死の逃避行でたどりついた

「祖国」日本でも続く絶望生活”『Newsweek』 20(8) 阪急コミュニケーションズ. Pp.24

-25 

韓榮惠.2011.“在韓・在日朝鮮人：本国との新しい関係―‘朝鮮’から‘韓国’に’国籍変更’



65 

 

した在日３世を中心に”『移民政策研究』第３集  移民政策学会  

三浦小太郎．2008. “脱北者（北朝鮮難民）日本定着を巡る諸問題” 『インテリジェンス・レポ

ート 』11月号   

宮田敦司. 2003. “わが国における北朝鮮帰国者支援のあり方について.” 『日本大学大学

院総合社会情報研究科紀要』No.4. 

宮塚 利雄. 1997. “日本人妻里帰り北朝鮮「帰国」礼賛者たちの罪と罰.”『諸君』 Vol.29 No.

11 pp.134-141 

リ・ハナ．2013.『 日本に生きる北朝鮮人 リ・ハナの一歩一歩』．大阪：アジアプレス出版部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他＞ 

PD수첩-북송교포 그후 35년,  MBC프로덕션, MBC프로덕션(2006) 

韓国統一部 http://www.unikorea.go.kr 

北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会 http://hrnk.trycomp.net/index.php 

北朝鮮難民救援基金   http://www.asahi-net.or.jp/~fe6h-ktu/toppage.htm 

脱北者支援民団センター http://www.mindan.org/dappokusien/ 

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO096.html 

日本法務省出入国管理局 

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_index. 

オッケトンム http://www.takatsuki-osk.ed.jp/kitahiyoshi/okketonmu.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

表およびグラフ一覧 
 

 

 

 

<表1>北朝鮮’帰国事業’ による帰国者数の推移   12 

<表2> 出版物に提示された在日脱北帰国者の数   30 

<グラフ1> 在日脱北帰国者の就業状態 （2006年）    35 

<グラフ2> 生活保護・無職者の国籍 （2006年）    36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

초록 

재일탈북귀국자의 일본재정착에 관한 연구 
 

한유진 

 

서울대학교 국제대학원 

국제지역학전공 

 

현재 일본에는 약 200명 이상의 재일탈북귀국자가 정착하여 살고 있다. 

이들은 1959년부터 1984년까지 진행되었던‘귀국사업’을 통해 일본에서 

북한으로 건너간 재일조선인과 그의 가족들이었다. 일본에서의 삶에 희망이 

없다고 느끼고 북한으로의 이주를 선택한 그들은 어째서 한국이 아닌 일본

으로 다시 돌아오게 된 것일까. 본 연구는 이러한 질문에 답하기 위해 이들

이 북한으로 이주하게 된 사회적 구조, 북한에서의 생활, 일본 입국과정과 

정착 후 이들의 생활과 의식 등을 문헌조사를 통해 고찰하였다.  

재일탈북귀국자가 처음 북한으로 가게 된 것은 전적으로 자발적인 의지에 

의한 선택이었기 보다는 일본에서의 차별 정책, 북한과 조총련의 허위 선전, 

정확한 정보에 대한 열악한 접근성 등의 구조적인 요인이 많이 작용하였다. 

북한 이주 후에는 정책적 차별과 문화적 이질감으로 인해 북한 원주민들과 

갈등을 빚고 북한 사회에 적응하지 못하는 경우도 많이 발생했다. 이들은 

북한 내에서 자신들만의 커뮤니티를 형성하고 그 속에서 일본을 그리워하고 

일본식 생활 양식을 유지해왔다. 결국, 식량난을 계기로 대량 탈북자가 발

생한 1990년대 중반부터 이들 중 일부는 탈북 후 자신들의 진짜 고향이라
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고 여기는 일본으로 돌아올 것을 선택하였다.    

재일탈북귀국자에 대해서 일본 정부는 입국은 허가하고 있지만 이들에 대

한 지원 정책은 아직 부족한 실정이다. 재일탈북귀국자가 일본사회에 재정

착하여 정상적인 사회 구성원으로서 수용될 수 있도록 귀국사업에 관련되었

던 모든 주체들이 책임감을 가지고 이들을 지원해야 할 필요성이 있다.  

 

 

키워드：재일, 탈북자, 귀국사업, 디아스포라 

 


	第1章  序論
	1. ?究主題と目的
	2. 先行?究の?討
	3. ?究方法

	第二章  背景：‘??事業’と北朝鮮移住
	1. ‘??事業’を通じた北朝鮮への大量移住
	2. 北朝鮮での生活

	第三章  在日?北??者：?北と日本再定着
	1. ?北と日本入?
	２. 在日?北??者の構成と法的地位
	3.　日本での生活と意識

	第四章  政府と市民社?の??
	1. 韓?日政府の支援方針
	2. 市民社?の??

	第五章  結論
	▷?考文? 


