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スマイル会 6 月度例会 
                           2008 年 6 月 11 日 

旧満州への旅から現代中国を垣間見る 

                            中村嘉孝 

１．旅程経路（2008 年 5 月 17 日~21 日） 
  大連→旅順→ハルビン→長春→瀋陽→大連 

２．歴史溢れる大地を行く 

 東北三省まとめて感じたこと 
 広さの実感と想像のハザマで 
 初めての旧満州の駆け足旅行でしたが 
 子供のころから聞いていたいろいろの思いと 
 本物の現地との差を大きく感じる毎日でした  
 旧満州南鉄道に乗って大連からハルビンまで 
 車窓からみる大地は建物と樹木に遮られ 
「コーリャン刈って広いなあ どっちを見てもひろいなあ」 
 と感じるのはさらに辺境のほうへ行かないとムリかもしれない 
 でも遠くをみても山なみはなくどこまでも続く大平原 
 リョウ・チー・ヘイ三省で北海道の 10 倍日本の 2 倍 
 内モンゴル自治区だけで 120 万平方キロもある 
 人工衛星から眺める気持ちでその広さを実感 
「離れて遠き満州の赤い夕日」も見る機会がなく 
 西の空を眺めながらの空想でありました 
 リョウ・チー・ヘイ３省の人口１億７３０万人 
 ４省合計１億３千万人は日本とほぼイコールです 
  
 日本とロシアと清 ３大文明の衝突 
 どの都市を見ても日露の衝突競り合いの跡がまざまざと残る 
 旅順はご承知の通り日露戦争の激戦の跡 
 大連・瀋陽・長春は広大な都市風景と建造物のコンペティション 
 ロシアが持ち込んだ円形広場と放射状の広い道路 
 アールヌーヴォーの華やかなデザインの建物群 

中国東北部地図 

ハルビン・長春間の車窓から 
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 これらを日本が踏襲して明治文化を拡大させた 
 これに清朝文化の中華バロック建築が重なり合い 
 東西文明衝突の跡が大切に保存されておりました 
 それでも文化大革命のあおりを食ってかなりの建物が破壊されたとか 
 ひどかったのはハルビンのロシア正教会 
 何十の教会が破壊され今に残るはソフィスカヤ寺院のほか数ヶ所だとか 
 世界史の観点からは日露中の争いの影に絶えず大英帝国の影がちらつく 
 
 鉄道付属地と言う名の外国租界 
 ロシア帝国が清国より鉄道敷設権を獲得し 
 同時に得たのがこの権利で鉄道周辺・駅周辺の権利も取って 
 市街地開発推進した 
 荒野の寒村ハルビンが鉄道付属地中心にロシア風の大都会になった 
 満鉄もこれを踏襲、長春・瀋陽などでこの権利を活用した 
 
 民族の坩堝 
 漢族・満州族・朝鮮族・モンゴル族・オチョロン族・エヴェンキ族・シボ族・ 
 ロシア人などなど多数の民族が雑居している多民族の地域なり 
 全部で４４から４７の民族が混ざり合って住んでいる 
 石原莞爾の「五族協和」を思い出しましたが今なら「４７族協和」になる 
 ロシア人は別として人々の顔を見ても何族か見分けがつかない 
 ガイドに聞いたら「名前で推測する」とのこと 
 だから日本人観光客のグループが歩いていても知らん顔全然関心なしでした 
 最近は台湾や香港からの観光客も増えており彼らも一見ナニ人かわからない 
  
 四川大地震への黙祷  

 ハルビンではソフィスカヤ寺院前の 
 広場とスターリン広場で四川大地震の  
 追悼募金集会を開催していましたが 
  われわれは通りすぎただけ 
 長春駅では全人民が地震発生の午後 2   
 時 28 分を期して 3 分間の黙祷 
 これにはわれわれも参加 駅構内の全  
 員が静かに黙祷しました 

 
 

長春駅構内での黙祷 
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 君よ知るや偽満州国 
 長春駅の東、伊通河の近くに残る溥儀皇帝の仮宮殿の宮廷府 
「偽満皇宮博物院」と申します 
 あの満州国は今でも残っている でも偽という冠を被っている 
 長春には偽満州国の遺跡建造物が大切に保存されている 
 偽には中国語で「非合法の」という意味があるそうだ 
 非合法の満州国がこの地に 13 年間続いたわけだ 
 本来満州とは満州族を呼ぶ言葉で土地の名前ではないそうだ 

  
 
 恐竜の国 
 中国東北部は古生物の宝庫を誇る 大連自然博物館をはじめ各所に展示 

 長春では溥儀帝の新宮殿になるはずだった建物が地質院という名の博物館 

 そこにも旧満州の古生物・天然資源を中心とする展示があった 

 巨大な恐竜は圧巻 恐竜の卵たちの化石が盛り上がるように石になっている 

 瀋陽でも博物館に案内されたがここも恐竜の展示が売り物  

 遼寧省朝陽市は「化石の古里」とも言われ最近全長 15Ｍの恐竜発見が話題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菜 薫 門    内廷入り口 

大連自然博物館にて 大連自然博物館にて 
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 長春のガイド張氏の中国論 

 「中国共産党に入党すれば収入も安定するので何度も申請したがだめだった 

 たしかに中国では共産党員は特権階級だ 

 長春にも古参共産党員のためのクラブ 

  があり一般人は入れない 

 でも中国は広いから国をまとめる 

  には彼らに頼るほかない 

 さもないとこの国は分裂して内乱  

  になる恐れがある」 

（同行の中国通いわく「日本人相手の 

  バスの中とは言え、このような話を 

  するとは中国も変わったものだ」） 

  

  

 

 旅順の戦跡 
 東鶏冠山 
 ロシアの租借地 旅順港  
 不凍港求めて 何千里 
 ついに獲得 天然良港   
 宿敵日本  来襲あるべしと 
 清軍築いた 東鶏冠山要塞を  
 さらに強化し 防備万全 
 日本軍は攻め倦み  
 おびただしい犠牲者だすも 
 攻撃の手を緩めず  
 ついに敵司令官コンドラチェンコを爆死せしめた 

 
 
 
 
 
 
 
 

添乗ガイド陳小姐と張ガイド氏 

東鶏冠山北保塁記念碑 

日本軍攻撃の跡 東鶏冠山要塞の一部 



                     5 
 

 森林高原２０３高地 
 
 歳月はるか 105 年 
 緑あざやか ニーレイサン（爾霊山） 
 頂上そびえる 記念碑は 
 砲弾破片の 寄せ集め 
 旅人笑顔で 写真撮る 
 和平と平和 噛みしめて 
  
 大国同士が 異国借り 
 大激戦を 繰り広げ 
 今では旅の 名所です 
 生きた教科書 子供たち 
 忘れるなかれ 国辱を 
 歴史教育  思いさまざま 
 
 日露将軍 水師営 
 乃木大将と ステッセル 
 仲良く写真に 納まって 
 両者互角の 風貌に 
 ホッとするのは 日本人？ 
 歴史見つめる 棗の樹？ 
  
 乃木保典の 戦死跡  
 高地中腹  林中に 
 静かにたたずむ 墓石あり 
 兄勝典は  すでになく 
 父希典の  願いむなし 
 戦いの非情 ただ黙祷 
   
 
 
 
 
 
 

爾霊山記念碑 

水師営会見所 

乃木将軍（中央左から二人目）とステッセル将軍（その右） 



                     6 
 

 大連の春 
 アカシアの大連麗し 
 季節はちょうどアカシアの花咲くころ 
 街路樹に開く白い花 甘い香りを漂わせ ミツバチ飛び交う街の道 
 ニコライ二世のアイデアでロシアから運んだ街路樹だ 
 正式名はハリエンジュ ニセアカシアとも言われている 
 同じニセでも中国人たちに愛されているニセなり  
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 星海広場の足跡彫刻 
 帯状に数百の足跡だけの彫刻あり 
 高齢者から赤ちゃんまで男女さまざまの足跡が続く 
 なかでも衝撃は纏足の女性の足跡 
 古い中国の象徴がこのような形で市民に展示されている 
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  ロシアの大連→日本の大連→中国の大連 
 １８９８年遼東半島南部を租借した帝政ロシアは不凍港旅順を獲得 
 日清戦争で一度は日本のものだった地域を三国干渉で放棄させ 
 清に恩を売った上でこの地域の権利を自分のものにした 
 大連湾に面した寒村の開発に着手「ダーリニー（遠方）」と命名 
 パリを模した大都会の建設を始めるが日露戦争で中断 
 日露戦争後街の名は「大連」となりロシアの設計踏襲し市街建設 
 今に残る日本人による建造物の数々に歴史の重みを感じる街だ 
 上野駅に似た大連駅  旧満鉄本社（現大連鉄道局？） 
 ニコライフスカヤ広場→大広場→中山広場の周囲に立つ建造物群 
 旧ヤマトホテル（現大連賓館） 
  旧大連警察署（現遼寧省対外貿易経済合作庁） 
 旧横浜正金銀行大連支店（現中国銀行大連分行） などなど  
   

  
 
 
 
 
  
 
 
 

  
旧日本人街は南山路  
 七七街中心に広がる閑静な住宅街 

 

    大連駅   旧満鉄本社 
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 1990 年代の改革開放経済以降大連市は建設ラッシュが続いている 
 高層マンションが林立しヨーロッパのどこかの都市かと見紛うほどだ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 大連港 
 大連港務局の屋上に昇れば 眼下に大連港が一望できる 
 そこは多くの日本人が往来した思い出深い場所だ 
 この建物も日本統治時代に建てられたもので屋上にサイレンもある 
 専門のガイド嬢が出てきて流暢な日本語で港の説明をする 
 建物の中にはショップがあり観光客をにこやかに迎える中に  
 さっきのガイド嬢は今度はパールの販売口上をにこやかにまくし立てる 
 目の前の大連港はいまではフェリーボートの発着のみ 
 コンテナ船の船着場は対岸の工業地帯に付属して設営され中国第二の規模だ 

 

星海広場から望むマンション群 

戦前からある大連埠頭の光景 大連港務局 
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 ハルビン 
 ハルビン駅 
 早朝に着くハルビン駅 

 朝の風景撮りました 

 とくに変わりはないけれど 

 歴史を辿り思い馳せれば 

 あれは明治４２年１０月２６日 

 伊藤博文が駅頭で安重根に狙撃された 

 その場所目だった目印なく 

 誰も知らずに通り過ぎる 

  

 ロシア人が作った街 

 1896 年ロシアは清との条約で東清鉄道の建設開始 

 松花江の沿岸の寒村だったハルビンに拠点を置いた 

 「ハルビン」とは満州語で「魚網を乾かすところ」という意味 

 もともと楡の樹が多く「ニレの街ハルビン」と呼ばれている 

 ロシアは広大な鉄道付属地を獲得しパリに似た都会を建設した 

 建物の様式は当時ヨーロッパで流行していたアールヌーヴォー 

 さらに街を彩ったのはロシア正教の教会群だった 

 １９３２年関東軍がハルビン占領 以来 13 年間日本の支配下だった 

 観光名所はソフィスカヤ教会・中央大街（キタイスカヤ）・スターリン公園等 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝のハルビン駅前 

ソフィスカヤ教会 アールヌヴォーの建物が並ぶ中央街（キタイスカヤ） 
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 長春  

 自動車産業と文化と森 

 ガイドの張氏が挙げる長春の特徴は上の三つ 

 なぜか白々しく感じるのは歴史を避ける態度のせいか 

 現在の長春は中国第一汽車集団公司あり２５の大学あり緑化率３８％を誇る 

  

 日本人が建設した大都会 

 それまで１小都市だった長春は日露戦争終了(1905 年 9 月）で変貌する 
 ロシアが長春以南の鉄道を日本へ譲渡することになり 
 日本による長春の都市建設が始まる 
 満鉄は鉄道付属地の用地を取得 長春駅を起点に南へ幅３６M の街路を建設 
 この道路は長春大街→中央通り→大同大街→人民大街（現在）と名を変える 
 さらに中間に広場を設けるいわゆるバロック的都市計画を進めた 
 本格的な建物はアールヌーヴォー様式で長春ヤマトホテルから始まった 
 満鉄総裁後藤新平は建築専門家を凌ぐ雄大な構想を展開しようとした 
 1932 年満州国の成立で長春はさらに変貌する 
 大同大街の西に溥儀皇帝宮府を北端とする順天大街（現新民大街）建設着手 
 宮廷のほかに内閣府・裁判所・その他の官庁を建設した 
 関東軍司令部は大同大街に沿って日本のお城のような建物になった 
 溥儀皇帝は街の東端の仮宮殿に居住していたがそのまま満州国は崩壊した 
 それにしても街のスケールの広大さに驚嘆する 
 ロシア経由でヨーロッパの都市造りの感覚を知った日本人専門家が 
 満州という大地を得て新感覚で挑んだ大計画だったと感じる 
 因みに新都市のトイレは水洗式としたとのこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  旧関東軍司令部 
（現共産党吉林委員会） 

長春の街の風景 
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 偽満皇宮博物院   
 ラストエンペラー愛親覚羅溥儀の生活ぶりが伺える施設 
 溥儀は 1932 年から 45 年までの 13 年間ここで生活していた 
 関東軍参謀吉岡安直の執務室もあった 
 溥儀は絶えず吉岡大佐の監視下にあり全くの傀儡皇帝だったようだ 
  

 

 瀋陽 
 清朝の古都 
 瀋水の北側（＝陽）に由来する瀋陽は遼寧省最大の都会 
 女真族マンジュ部のヌルハチがこの地域を統一して盛京となる 
 1644 年清となり中国を統一 盛京は第二の都となり奉天府が置かれた 
   
 瀋陽故宮博物院（世界遺産２００４） 
 清国創建の祖ヌルハチと初代皇帝太宗ホンタイジの住居跡 
 東院・中院・西院に分かれ大小９０余の建物が残る 
 東院の大政殿・十王亭（八旗亭）は満州族の特徴を示す建物群 
 中院には皇帝の大清門・崇政殿・鳳凰楼・清寧宮などが立ち並ぶ 

 
 
 
 
 
 
 
 

溥儀と吉岡大佐の蝋人形 
同徳殿前にて 
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 昭陵＝清朝初代皇帝太宗ホンタイジと皇后の陵墓 
 北陵公園と呼ばれる瀋陽市の北端に広がる広大な公園 
 狛犬が守る入り口（下馬牌？）から中へ入るとそこは広大な公園 
 電気自動車で大紅門まで約１ｋｍ途中にホンタイジの彫像が立っている 
 そこで降りて神道を歩く 左右にさまざまな石の獣像が立っている 
 中でも石馬はホンタイジが天下争奪のとき活躍した馬だという 
 北端はホンタイジと孝端文皇后の陵墓になっている 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

清昭稜入り口 

神殿への道 

ホンタイジの像 ホンタイジと皇后の陵墓 
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 満鉄が発展させた街 
 この地域は日露戦争のとき奉天大会戦が展開された歴史的な場所に近い 
 例の張作霖爆破事件の現場にも近いようだ 
 日露戦争後 満鉄は奉天駅（現瀋陽南駅）の建設に取りかかる 
 東京駅と類似のデザインで辰野式といわれ赤レンガの壁にオーダーが立つ 
 ギリシャ・ローマ風円柱などが彩りを添える 
 駅前から 5 本の道路が放射状に伸びている 
 中山広場にはいまだに毛沢東の像が立っている 
 旧奉天ヤマトホテルは中山広場の近くに遼寧賓館という名前で営業している 
  
 

 
 
 

 ３．この旅からみた現代中国 
 （１） 反日感情あまり見当たらず 
 出発前、息子から「反日的なことが続いたけれど大丈夫？」と心配そうに聞

かれた。このような反応はごく平均的な日本人の対中国感かもしれない。 
「ぜんぜん、問題ないよ」と返事したが、予想通りだった。 
 結論として街を歩いている人々は、どこの国の人間が歩いていても関係ない

よ、という顔つきであった。 
 ガイドたちやホテル・レストランの従業員たちは大切なお客様たちにとても

親切だった。土産物屋の従業員たちは満面の笑みを振りまいていた。 
 これが 2005 年春中国全体に吹き荒れた反日デモのときはどうだったのだろ

うか？街にはかなりの緊張感があったのだろう。しかし、記録によると、反日

デモは四川省・北京・広州・香港などでは盛んであったが、東北三省ではあま

旧奉天駅（現瀋陽南駅） 旧奉天ヤマトホテル（遼寧賓館） 
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り激しいデモはなかったようだ。 
 戦前の日本のプレゼンスがあちこちに残るこの地域でどうして激しい反日運

動がなかったのかはよくわからないが、この地域の人々や中国政府の考え方が、 
旧満州の建造物保存に留意していることなどをみても単純な反日感情とは違う

なにかを感じたのである。 
 歴史の遺構に添えられている説明文にしても、とりわけ反日を強調している

箇所が少ないと感じた。これは以前この地域を旅行したことのある友人の印象

と異なる。最近の変化なのであろうか？ 
 それでも、旅順の２０３高地にある説明は、日本人からみればたしかに反日

的な表現と受け取れるだろう。中国側は「日本軍国主義を批判しているのです」 
と言うかもしれない。 
 長春の「偽満皇宮博物院」でも、事実関係を淡々と説明しているという印象

を持った。これも最近変えたのだろうか？ 
 もっと反日的な表現などを期待（？）していた私としては意外であった。中

国政府の最近の対日政策と関係があるような気がする。 
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（２）これからの中国の行方  
  最近、日本では親中国派が鳴りをひそめ、反中国的な発言を繰り返す学者 
 や評論家が目立つ。極端な議論では、中国が目下軍事大国の道を着々と歩ん  
 でおり、いずれ日本を含むアジア地域を支配下に置こうとしているという。 
  『隣に中国という国が存在することは、天が日本に与えた永遠の艱難であ 
  る』（「異形の大国中国」桜井よしこ）という論もまかり通る。 
  ことほど左様にたしかに中国は強大になりつつある。 
  これは東北三省を垣間見ただけでも実感することである。 
  けれども周辺諸国を巻き込んで、軍事大国化しアジアの覇権を握るほどの   
 実力はまだないようだ。そのような意図があるとも思えない。 
  1949 年の建国から 60 年弱、経済成長が軌道に乗ってから 30 年弱の国で内 
 部が完全に固まっているわけでもない。 
  国としてしっかりと基礎固めをしたいと考えているのが現代中国の現状で 
 はないかと私は考える。 
  この国は過去周辺諸国を支配しようとしたがほとんど失敗し、逆に周辺諸 
 国に牛耳られてきた歴史がある。漢民族中心の中華帝国を誇示してアジアに 
 君臨したいという気持はあるだろうが、歴史はそう簡単でなかった。 
  だから、今のところ、中国政府が最も留意しているのは国内の充実であろ 
 う。貧富の格差を縮小させながら、経済発展を計ることに最も注力している 
 のが現状であろう。 
  うっかりするとチベット問題のようなことが起こる。これを放置すればほ 
 かの地域でも問題が起こりかねない。新疆ウイグル自治区や内モンゴル自治 
 区にしてもいつ火種になるかわからない。 
  領土問題や国境問題も絡まって、内部（彼らにとっては台湾も内部である  
 が）に不安の種が山積している。 
  こんな状態で外に討ってでるとどうなるだろうか？一つの可能性としては、 
 内乱の発生ではなかろうか？ 
  過去の歴史は中国が分裂→統一→分裂→統一の歴史だったことを教えてい 
 る。そのことを中国の為政者たちは痛いほど知っている。現代中国のような 
 統一政府が続いているのは清朝以来のことである。 
  だから私は、中国が周辺諸国を攻撃したり、日本に攻めて来たりする可能 
 性は予想していない。  
                             以上 
   
   
   


