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引揚者／少国民の見聞した満州 

阿部哲夫（2012年 2月） 

戦後、1946 年 8 月に中国東北部（旧満州）から帰って来た所謂引揚者です。

この引揚者という存在は、当時の日本の人口比からいっても、後々の日本文化

への影響からいっても、無視できないインパクトを持っていると思います。我々

は、生き残った最後の引揚者世代だと思います。我々の経験したこと、見聞し

たことを書き残すことは、後世のために必要なことだと考え、書き留めること

にしました。しかし何分 10歳前後の少年の、それも数十年前の思い出です。中

には小生の思い違いもあるかもしれません。また書き足りないところもあるか

もしれません。お読みになった方々の忌憚ないコメントを頂ければ幸いです。

戦時中我々は戦意高揚のためもあって、少国民と言われていました。当時を思

い出して、少国民の見聞した満州としました。 

敗戦時に海外に居住していた日本人の人口は満州だけでも 60万余といわれて

います。これだけの日本人が敗戦を挟んで日本に流入した訳ですから、日本に

とっては大変なインパクトがあったに違いありません。私自身日本の至る所で、

自分も引揚者だ、という人々に会いました。 

満州の歴史 

満州族の清朝が孫文達によって倒された後、清朝最後の皇帝フギは清朝の再

興を狙っていました。また日露戦争によりロシアから満州の利権を獲得した日

本は、その利権を確実なものとするための策を模索していました。日本では、

関東軍が中心になってフギの担ぎだしを画策、1932 年に満州国の樹立、結局フ

ギを執政（翌年皇帝）に、旧長春を首都新京とすることなどに成功しました。

こうして日、満、漢、蒙、鮮の五族協和と王道楽土を謳う満州国が建国されま

した。満州国樹立の狙いについては、アメリカ合衆国のような所謂民主主義国

家の樹立を考えるグループから日本の植民地樹立を考えるグループまでおり、

正に同床異夢の状態でした。最終的には、数々の紆余曲折を経て、日本が実権

を握った傀儡政権というべきものが誕生したのでした。 

1945 年日本が太平戦争に敗北するとともに、日本は満州を放棄し、ここから撤

退しました。結局満州国は、1932年から 1945年までの 13年間存在した、ごく

短命の国家でした。 

この間に日本は、膨大な人命と資材と国力とを投入しました。結果は、その

投入したもの全てをソ連と中国に献上しただけでした。植民地から上手に収奪

し、国富を増大させた英仏等の先輩列強に比べ、全く分の悪いビジネスに終わ



2 

 

りました。 

満州が建国された当初は、満州国の主要な紙幣類は日本で印刷され満州に送

られていたようです。これを主要独立国に相応しく満州で印刷しようというこ

とになり、派遣されたのが父だったようです。彼は、激しい空襲下の東京に度々

出張し、必要機材の確保のために奔走していました。当時の新京と東京の間の

飛行機は度々不時着していましたから、母は父の出張する時は、無事に飛行機

が着くまで電話にしがみついていたものでした。またある時等は、東京の状況

を質問する母に、思わず東京は火の海だよと話した父に、国際電話の交換手が

割って入り、“そうしたことは言わないで下さい”といったこともあったようで

す。 

敗戦後の満州 

相互不可侵条約を結んでいたにもかかわらず、ソ連はその約束を反古にして

満州に侵入してきました。主力の関東軍を南方に移動させていた満州の日本軍

は、簡単にヨーロッパ戦線でドイツ軍を破って来たソ連軍に蹴散らされてしま

いました。日本撤退後の満州には、マンドリンと呼ばれた自動小銃とアメリカ

貸与の軍用車等で武装したソ連軍が進駐してきました。進駐してきたソ連軍は、

囚人兵を主体とする文盲粗暴な連中でした。日本人の家に土足で侵入し、手当

り次第にラジオとか時計等を略奪してゆきました。略奪した腕時計等は両腕に

巻き付け、時計がチクタクという音を出している間は身につけているが、音が

出なくなると、ネジの巻き方も知らず、捨てていると噂されていました。我が

家には猟銃が 2 丁ありました。我が家に踏み込んできた兵隊達は、大抵自分た

ちの持っている銃をたたきながら銃を出せと父に強要しました。父は、“銃はソ

連軍に供出したからもうない“とソ連軍が発行した証明書を見せて説明しても、

自国のロシア語すら読めない兵隊達は執拗に要求し続けるのでした。 

こうした野蛮人のような兵隊達で構成される軍隊でしたから、彼らをコント

ロールするソ連軍の仕組みも凄まじいものでした。ある時我が家の裏の日本人

宅にソ連兵が押し入り、略奪狼籍を働きました。その家の人が、たまたま近く

にいたソ連の将校にそれを知らせました。将校は現場に到着する否や即座に、

乱暴を働いていたソ連兵をその場で射殺してしまいました。即断即決で対応し

てくれたのは、日本人としては歓迎するところでしたが、もし日本人がソ連兵

を殺した場合には、報復として周辺の日本人を数十人殺す、ということになっ

ていましたから、近所の日本人は、しばらくの間恐慌に襲われたのでした。幸

い射殺に関わった将校から通告があったらしく、日本人に対する追求は沙汰止

みとなったようでした。 

ソ連軍の新京撤退と国府軍の進駐 



3 

 

その後、ソ連軍と蒋介石の中国軍の間で交渉があったらしく、満州の駐留は

中国軍に引き継がれました。ソ連軍は、我々が歓送する中を（学校に動員がか

けられたのだと思われます）、赤の広場での行進宜敷く、派手な軍隊行進をして

撤退してゆきました。その際、ソ連は、日本が営々として満州に投下した莫大

な資産を手土産に、意気揚々と撤退してゆきました。そもそもソ連は、日ソ不

可侵条約を交わしていたにもかかわらず、ソ満国境を越えて満州に侵略したの

です。（その上ソ連は、国際法に違反して日本兵をシベリアに連行し、強制労働

に従事させました。その結果数多くの日本兵が、極寒のシベリアで飢えと寒さ

のために命を落としました。これ等の問題については、全て事実上未解決のま

ま放置されているのです。） 

ソ連軍の後、満州に進駐した軍隊は、蒋介石率いる軍隊で、国府軍とも呼ば

れていました。強盗のようなソ連軍に比べればまだましでしたが、軍律はだら

けていて、我々子供の目から見ても、これでは日本軍に勝てなかっただろうな、

と思わせる軍隊でした。国府軍は、しばらくの間新京に駐留していましたが、

しばらくすると、新京の南西の郊外の方から大砲の音が聞こえるようになりま

した。最初のうちはかすかな音でしたが、日を追うに従って大きくなり、激し

くなっていきました。ある日の夜半からは銃声、砲声が特に激しくなり、我が

家の近くで砲弾の炸裂する音がし始めました。窓に立てかけた畳等の遮蔽物に

身を隠して外を窺っていた父が、窓の隅から外を覗かせてくれました。我が家

の近くにあるアジア有数の研究所といわれていた大陸科学研究院は、しばらく

前から蒋介石軍の拠点でした。その建物から蒋介石軍とおぼしき兵隊達が、我

先にと敗走してゆくのが見えました。戦時中日本人画家の描いたフィリピン戦

線の絵を咄嗟に思い出しました。それは日本軍に追われて敗走するアメリカ軍

の様子を描いたものでした。我が家の前を土ぼこりをあげて必死に逃げる蒋介

石軍の様子は、その絵そつくりでした。敗走する蒋介石軍を追って、我が家の

前を物陰に隠れながら素早く前進する兵隊達がいました。薄汚れたカーキ色の

軍服を着ていました．彼らは皆若く、今考えれば中学生ぐらいだったのではな

いでしょうか。後年中国で文化大革命が起こったとき、それに参加していた青

少年達の年頃ではなかったかと思います。（毛沢東の軍隊が最初に新京に攻め込

んだ時、我が家の近くでも戦闘がありました。流れ弾が我が家の壁にも当たり

ました。戦闘が終わった後、壁を調べてみると、銃弾が厚い壁の中にめり込ん

でいました。）（毛沢東は、もともとこうした若人を糾合して共産革命を進めた

のかも知れません。考えてみれば、幕末の明治維新も、こうした若い世代の爆

発するエネルギーで実現したのかもしれません。ベトナム戦争の時のベトコン

も同じ様な感じだったように思います。）（また毛沢東の軍隊は、この時まで大

砲等の重火器を持っていなかったそうです。この新京攻撃の時に、旧関東軍と

話し合いが付き、はじめて毛沢東の軍隊が大砲を使って攻撃できるようになっ

たそうです。） 



4 

 

新京における八路軍 

蒋介石の軍隊を武力で駆逐した八路軍（当時毛沢東に率いられた共産軍は、

八路軍、或はパーロと呼ばれていました）は、皆若々しく、彼らの軍律は厳し

く、我々日本人にも丁寧でした。子供心にも楓爽と見えました。野獣のようだ

ったソ連軍、だらしない蒋介石軍に比べると、彼らは圧倒的に良い印象を与え

ていました。後年共産軍は、中国大陸全土を席巻し、蒋介石の軍隊を台湾に駆

逐しますが、これも当時我々が見た八路軍の姿勢が、中国民衆にアッピールし

た故だったのだと思います。 

我々の住んでいた新京の家の近くに南湖という人造湖があり、そこで時々魚

取りをしていました。セルロイドで出来た透明な筒状の魚取器のなかに、重し

と魚の好きなえさを入れ、紐をつけて湖水に放り込む。しばらくして取り上げ

ると中に小魚が入っている、という簡単な仕掛けです。大まかなこの魚取りが

好きで、時々南湖で遊んでいました。八路軍が新京に侵攻してしばらくした頃、

一人でこの魚取りをして遊んでいました。ふと気がつくと八路軍の若い将校が、

興味深そうに私の魚獲りを眺めていました。手真似で、自分にもやらせてくれ

というのです。この魚取器は、当時の私にとっては大事な宝でした、見ず知ら

ずの他人に貸すなど気が進みませんでした。その将校が熱心だったのと、人柄

がよさそうだったので、（それに子供心に何処かにこちらが敗戦国民だ、という

気持ちがあったのかもしれません）彼に魚取り器を手渡していました。彼は嬉

しそうに魚取り器を繰り返し湖に投げ込み、魚を捕っていました。ところが何

かの弾みで手に持っていた紐が、手をすり抜けて湖面に飛んでいってしまいま

した。だから貸すのは嫌だったのだ、咄嵯にそう思いました。飛んでいった魚

取り器は、深い湖の底に沈んでしまいました。それからはその若い将校は、魚

取り器を回収するのに必死でした。近くの家から竿を借りてきて水の中をかき

回したり、色々な回収の努力していました。彼の努力を見ていて、もう無理だ

と思いました。もう良いと手振りで伝えました。彼の誠実な努力に、もう十分

だと感じたのでしょう。彼はしきりに謝っていました。しかし宝がなくなった

ことに、あまり残念という気持ちはありませんでした。我ながら不思議な感じ

でした。 

最近中国の上層部の汚職とか、権力の乱用とかいうことが、盛んに紙面をに

ぎわしています。そうしたニュースに接する度に、あの誠実で颯爽としていた

青年将校はどうしているかな、と思うのです。蒋介石軍との戦いを無事生き抜

いただろうか、また文化大革命では生き延びただろうか、等々。 

毛沢東軍は、新京にしばらく駐留を続けたのち、ある晩日本人に気づかれる

ことなく、忽然と新京を去りました。日本人から徴用した食器等の生活用品等

は、ちゃんと返却して行きました。略奪が当たり前のソ連軍、踏み倒しが常識
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の国府軍に馴れていた日本人にとっては驚きでした。しばらくの間、日本人の

間の話題でした。我々が新京で見た当時の毛沢東の軍隊は、間違いなく民衆に

歓迎される軍隊といえそうです。ところが天安門事件以降、中国官憲が見せて

いる最近の人民弾圧型の官憲は、別物ものの感じです。あの人民と良好な関係

を築き、新中国の建国に燃えているように見えた、あの清新の八路軍はどこに

行ったのでしょうか。本当に不思議です。権力は人間を腐敗させます。八路軍

にもそれが起こったのでしょうか。総じてソ連軍、国府軍、八路軍を比較する

と、日本人から見る限り、良い順番に－位八路軍、二位国府軍、最も悪いのが

ソ連軍というところだろうと思われます。ソ連軍の最下位という判定は、ほと

んどの日本人に共通だろうと思います。 

ただ－度だけ、ソ連兵も人間で、良い奴もいるのだと感じたことがあります。

公平を期すため、その紹介をしておきましょう。日本が負けて以来、スチーム

による暖房がなくなったために、あるとき薪暖房に必要な薪を、庭で割ってい

ました。私が病み上がりだったこともあって、腰が定まらなかったと思います。

気がつくと、いつの間にか大男のソ連兵が二人、私の傍らで私の薪割りを見て

いるのです。ソ連兵は野蛮だと思っていましたから、咄嵯に逃げようと思いま

した。しかし彼らは直ぐそばすぎて、逃げられません。それに彼らはニコニコ

笑ってみていました。多分ふらつきながら薪割りをしている日本人の少年の様

子が面白かったのでしょう、彼らの一人が、私の使っていた斧を貸せ、割って

やる、と言っているらしいのです。私は斧を渡しました。彼は至極やすやすと

薪を割って、気持ち良さそうに笑いながら、斧を私に返して去っていきました。 

満州からの引き揚げ 

敗戦の翌年、1946 年になると、国府軍が満州を再度掌握し、日本人の日本へ

の引揚げが噂されるようになりました。7月になって突然具体案が 日本人に通

告されました。隣組ごとに出発、引き揚げに携帯できるのは、リックサックー

人一つ、－人千円だけ、宝石貴金属は駄目、満州の写っている写真も駄目、と

いった諸々の条件のついた指示でした。こうした指示に一人でも違反するもの

が見つかれば、その班全体が共同責任で満州に留置かれる、という脅しがつい

ていました。日本向けの乗船港はコロ島とのことでした。多くの日本人は、こ

れらの指示通りの準備をしたと思うのですが、後で聞いたところでは、内戦に

なれた中国人達であれば、こうした場合には、金の延べ棒のように、値の張る

小さなものを選んで準備するそうです。バカ正直な日本人の典型であった両親

は、日本に帰った時にも冠婚葬祭はあるだろう、そうした時に失礼があっては

いけないから等と考えて、かさばる式服を優先的に考えて詰め込んだようでし

た。日本に帰ってからも、戦に負けたことのない人間はしようがない、今度日

本が負ける様なことがあれば、中国人式に上手くやろう、等と後々笑っていた
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ものでした。いずれにせよ、急な帰国命令で十分な時間がなかった親達は、日

本に持ち帰る品物等の選択等に忙殺されていました。新京の我が家を離れたの

は 1946年夏の早朝でした。落ち着かない気持ちで我が家を離れると、早耳の満

人達が遠巻きにして、我々がそれぞれの家を離れるのを待ち構えていました。

我々が家を離れるや否や、彼らは窓や扉に飛びついて、われさきに家のなかに

入り始めました。子供心に、もうここに戻ることはないだろうと感じた寂しい

別れでした。 

新京の駅では、天井のない貨車に押し込められました。丁度馬や牛と同じ扱

われ方でした。しばらくして汽車は出発しましたが、その後も度々止まりまし

た。後で聞いたところでは、機関手が酒代を競り上げるためだったそうです。

そうしたトラブルに会いながらも、汽車は、何日もかけて満州事変の主戦場だ

った錦洲に着きました。ここで伝染病チェックのために、数日間止め置かれま

した。そこは 10階建てほどの大きな廃墟でした。ここで無事伝染病チェックを

済ませると、乗船港であるコロ島に移動させられました。コロ島では日本人全

部が並ばせられ、各人持ち物全てを地面に広げさせられました。監視するとも

なく傍らに立っていた中国兵（国府軍兵）が、すっとよって来て、我々が並べ

た品物のなかから、自分の欲しい物を取っていってしまいました。当然のこと

をやっているという様な自然さでした。品物検査がすむとすぐ乗船でした。 

離満 

コロ島で我々が乗せられた船は、摂津丸という一万トンほどの戦時型貨物船

でした。貨物室が上下に仕切られて、各人丸太のように横にならないと空間が

ないと言った狭さでした。しかし日本の船に乗ったということで、何処かホッ

トした気持ちになり－ました。（この摂津丸という船はその後捕鯨船団に所属し、

南氷洋で活躍しましたが、そこで遭難沈没したようです。）船のなかでは、時々

乗っている人が亡くなりました。彼らは水葬にされましたが、何もすることの

ない我々子供は、無責任に隅からその様子を見ていました。何回か水葬の現場

を目撃しましたが、母国を目前にした人の死は、子供心にも何とも哀れに感じ

られました。一万トンといえども黄海の大波は強烈で、船は木の葉のように揺

られました。我々はたいてい船酔いにやられました。そうこうするうちに、船

は九州の南端桜島の沖を通過、北上に転じました。大人達は帰国が現実になり、

日本に着いたらこうする、ああする、と言った話題が多くなっていくようでし

た。案外子供の方が冷静だったかもしれません。船が瀬戸内海に入り、航行す

るにつれて、木々の緑が鮮やかに感じられました。茶色っぼい、くすんだ満州

の色になれた目には、殊の外新鮮だったようです。やがて船は、かつて軍港だ

った宇品の港に着きました。先ず我々を待っていたのは数日間の港外停泊、そ

してその間船上で行われる検疫でした。そうしたことが全て済んで、ようやく
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上陸が許されました。上陸後、満州から持ち帰った満州のお金の日本円への両

替。新しい日本の紙幣が、トランプのように安っぽいのに驚かされました。一

人きっかり千円しか両替されませんでした。これで日本での一家の家計を再ス

タートしなければならなかった両親の気持ちはどうだっただろうか、と今改め

て思います。 

広島から福島へ 

宇品の引揚者寮に一時収容された後（ここではじめてピカドンという言葉を

耳にしました）、完全に破壊されて、ほとんど何も残っていない広島の街を歩き、

広島駅に着きました。ここで山陽線に乗り込みましたが、広島駅での線路の幅

が狭く、トロッコの線路の幅のように思われました。満州の広軌の幅になれて

いた故かもしれません。何とも不思議な感じでした。我々が乗った汽車は、引

揚者専用の天井のついた列車でした。途中、当時引き揚げ者援護をしてくれて

いた学生たちが乗って来て激励をしてくれました。ついに 1946年の 8月、両親

の故郷、猪苗代に到着しました。祖父母達は幽霊を見る様な目で我々を見てい

ました。帰国後しばらくの間は、数週間も日本にいれば、また満州に帰るのだ、

という気持ちがしきりた出てきました。ここの気持ちを打ち消すのに案外苦さ

せられました。 

満州に関して思うことを若干書き足しておきます。 

新京 

満州国が設立されると、首都は新京に定められました。それまで長春と呼ば

れていたところです。日本は、新しい国満州の首都新京の建設には、良い悪い

は別にして、大変な気合いを入れていたようです。正しく近代的な計画都市を

狙ったものでした。満州建国当時の、列強からの批判に対する反発もあっての

ことでしょう。後年二年ばかり過ごしたアメリカの町フィラデルフィアを思わ

せるところがありました。街の中央に大きなロータリーが置かれ、そこから放

射状に大通りが配置され、そこからさらに通りが枝分かれしていました。それ

ぞれの大通りは、車道、街路樹、自転車通り、歩道ときれいに分けられていま

した。またそれぞれの街はブロック毎に分けられ、それぞれのブロックにはボ

イラーと呼ばれる設備があり、そこから蒸気暖房用のスチームが、各家庭に配

送される仕組みになっていました。窓は二重窓で、寒冷な満州にふさわしい配

慮がなされていました。各家庭は水洗便所で、小学校（国民学校と呼ばれてい

ました）一年のとき遊びで日本に来た時、日本の一般家庭の便所が、所謂落し

便所だったのにスリルを感じたものでした。また各家庭の台所は都市ガスでし

た。一般の市内の交通は、縦横に張り巡らされた市電とバスでした。市電の線

路に釘とかを置き、平らにのばして遊んだりしました。時々運転手に追いかけ
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られて必死で逃げたのも、少年時代の忘れられない思い出です。 

我が家の国際教育 

父親は死ぬまで、国境があるから良くないのだ、国境というものがあるから

国際紛争が起こるのだ、国境はなくした方が良い、と言い続けていました。敗

戦前、我が家には満人、朝鮮人といった人々が良く来ていました。私たち子供

に人種差別の心を持たせない家庭教育を考えていたようです。父は、週末には

鉄砲を担いで満州の田舎に行き、狩猟に興じていました。時には現地の朝鮮人

宅に泊めてもらっていました。時々は兄をお供に、泊まりがけで行っていまし

た。朝鮮人の農家に泊まると、当時は乏しくなっていた白米が腹一杯食べるこ

とが出来るので、兄としても大歓迎であったようでした。日本が負けると満州

国の役人をしていた父は、ソ連の官憲に追求を受けました。しばらくの間、父

は満人達の中に匿ってもらっていました。ほとぼりが冷めたところで、我が家

に帰ってきました。満人にかくまってもらったのが正解だったようです。“満人

に救われた。日本人のなかに行っていれば、日本人の密告で捕まっていただろ

う。”この時の経験で国境を越えた信頼、と言った強い考えが生まれたようでし

た。この父の考えは、彼独特のロマンティシズムで、私の行動にも後々影響を

与えています。 

アジア号 

満州でのことで、今でも残念なのはアジア号に乗れなかったことです。アジ

ア号は当時最速の特急列車で、流線型、完全空調、広軌、日本の新幹線の先駆

をなすものといわれています。アジア号に乗った父の話しを聞くたびに、大き

くなったら僕も乗りたいと思ったものでした。敗戦でアジア号には乗れません

でしたが、後継列車といわれる新幹線に乗った時には感無量でした。 

満州再訪 

戦後数十年経って、新京時代の級友達と満州を再訪しました。日本が植民地

としていた満州を訪問することには、若干躊躇いもありました。しかし満州に

行った友人達の帰国談等を聞くにつれて、自分も行ってみなければ、という気

持ちが強くなりました。丁度新京の母校を訪問するという企画があり、それに

参加することにしました。参加したのは、戦時中に国民学校の 1 年生から 6 年

生だった人々に、昔父兄だった女性を含めて十数人でした。新京にあった旧国

民学校を訪問したり、満州の旧跡を訪ねるという企画でした。新京の主要な通

りとか建物は、新京当時のものが、今でもかなり使われていました。満州当時

子供だった小生にとって広かった通りとか広場等は、記憶通り広い通り、広い

広場でした。これには大いに驚かされました。常識的に人は成長するにつれて
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昔広いと思っていたところが、意外に狭かったりするものですから。改めて満

州とか新京を作った日本人の気合いの入れ方のすごさ、といったものを感じさ

せられました。日本の満州建国については、植民地を批判する人々からの厳し

い批判を聞きます。小生もこのような批判については強い共感を持っていまし

た。しかし今では満州を建設した日本人達の強烈な思いにも、同等の共感を持

ってしまうのです。満州の建国を契機にして、数多くの中国人が中国本土から

満州地区に移動したのは、一般の中国人にとって、満州の方が全体として（経

済的にも、治安的にも）生活しやすい地域だったからだ、という説には同意せ

ざるを得ないようにも思うのです。 

偽満皇帝宮 

満州を再訪した時に取り分け印象的だったひとつは、満州時代に建てられた

主だった建造物には、“偽”満皇帝宮という具合に、一つ一つ偽という言葉がつ

けられていることでした。満州時代を否定したいという彼らの気持ちも分から

ないではありません。しかし歴史上の建造物の一つ一つにこうした言葉をつけ

る彼らの精神的なスタミナに、我々も考えなければならないな、と思わせられ

ました。後年ガーナに行ったことがあります。ガーナも満州も植民地、ガーナ

はイギリスの、満州は日本の植民地と言われたところです。同じ植民地でも、

両者の間には大きな差があるように思われたのです。ガーナは、イギリスがそ

そくさと容易に利益を上げるために軽投資を、満州は、日本がジックリと国づ

くりをするために重投資を、したように思われるのです。 

一つの国を作るためには、日本が満州で採った腰を据えた、重投資を指向す

るアプローチの方が適当なのではないか、と思いました。もちろんガーナと満

州では、自然環境、資源環境、歴史など諸々の条件が違うのですが。 

満州を再訪した時、日本語のものすごく達者な中国人の通訳がいました。あ

まりに達者な日本語を話すので、彼の話しを聞きました。彼は中国の大学で日

本語を勉強した後、日本の神戸大学で日本語の修士を取ったと言うのです。最

後に彼が言った言葉に驚かされました。“日本があのまま満州を占拠していたな

らば、今頃は日本が中国に吸収され、日本という国がなくなっているのではな

いですか”というのです。残念ながら咄嵯に反論できないものを感じました。

特に最近の日中で発生している事象を見ていると尚更の感がします。 

日本が負けて蒋介石と毛沢東の間の内戦が必至になったとき、毛沢東が全軍

に対して発した命令は、いかなる犠牲を払っても満州を占拠せよ、というもの

だったそうです。彼には中国全土よりも満州の方が戦略的価値が高いという判

断があったというのです。日本は当時世界最先端の技術を使い、国力限界の資

金を投入して、満州の戦略的価値を高めた。さあこれから回収期という時に、
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肝心の太平洋戦争に負け、ソ連と中国にその成果を召し上がられたという訳で

す。 

不公平な最近の中国の対日姿勢 

ところで最近の中国を見ていると、中国国内に蔓延すると言われる腐敗や汚

職、さらには、それらに対する中国国内の批判をそらすために政府主導で行わ

れる言われない対日批判は目にあまります。それに中国漁船による日本海上保

安艇にたいする不法な攻撃、有毒な中国食品とそれに対する中国側の不合理な

釈明等、これまで中国に好意的だった日本人すらもウンザリしてしまう様な中

国側の振る舞いが多いように思われます。 

国際関係における相互責任 

日清戦争当時、中国は日本に比べれば遥かに大国でした。領土が大きい、文

化が進んでいる、というだけではなく、軍備も日本を凌駕していました。軍艦

にしても、当時最先端の、世界最大級の軍艦を保有いていました。ところがこ

の中国は、当時の所謂列強達に好きなように扱われていました。放っておくと、

中国に隣接する日本が、列強の餌食にされるのではないか、といった懸念もあ

って、防御的な攻撃を中国に対して仕掛けた、という側面もあったのではない

かとも思うのです。当時中国が、それぞれの時代にふさわしい当事者能力を持

っており、列強からの浸食に対してしっかり対応できていれば、日本は中国に

までわざわざ出かけていって、戦争までする必要はなかったのではないか、と

思うのです。 

注 1：満州、満人、新京、朝鮮といった言葉は現在では使われていません。この

レポートでは、昔の記憶をスムーズに思い出すために、昔の言い方を使わせも

らいました。 

注 2：ソ連は、不可侵条約を破っただけでなく、日本人の捕虜を不当にシベリア

に抑留し、極寒の地で栄養不足のまま長期間にわたって重労働を強制しました。

そして多くの日本人挿虜をかの地で死なせたのです。日本に帰国後、こうした

違法行為を、小生の満州で目撃したソ連兵の蛮行に合わせ、当時高校生であっ

た上級生に話しましたが、そのころ進歩派を自認していたらしい彼らからは信

じてもらえませんでした。共産主義、社会主義の先進国であるソ連が、そうし

たことをやる訳がない、というのです。 

注 3：日本政府には国民を守るという考えがありませんでした。日本が負けたと

き、政府は満州での棄民を考えたようです。特に満蒙開拓団と呼ばれて人々は

悲惨な目に合われたようです。（最近テレビ等で、方正開拓団の例として放送さ
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れました。成田空港問題があれだけ紛糾した背景には、あの地域の地主には、

戦後満州の開拓団だった人々が多く、戦前政府にごまかされ、どうにか生活を

立て直した今になって、またまた政府に良いようにされるというのはご免だ、

という心情がある、と聞いたことがあります。満州とか南米での開拓団への政

府のやり口から見て理解できる話しです。） 

以上 

 


