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は じめに

筆者 は、かつての論稿 *1に おいて、中川根町 に事例 を求めて、当時 の、昭和恐慌期以降の農業救
済事業 として も位置 づ けられて いた経済更生運動 と「満蒙開拓」の関連 性 を把握す る内容 を発表
した こ とが ある。 その際 の観点 は、当時の農政が持 っていた矛盾の解明、 つ まり生産活性 を喪失
・ : 山本義彦「経済更生運動 と
『満州』移民―昭和恐慌期静岡県中川根地域 の一断面」『静岡県史研究』第 2号 、1986
年 を参照。
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させ られた地域 としての榛 原郡 中川根村 とい う静岡県大井川中流域右岸 の一 山村 と、 この川 を挟
「分
んで左岸 の志太郡徳 山村 とい う、よ り農村的基盤 を有 す る二つ の地域 を具体例 として、前者 が
村」移民 の形 で、満蒙開拓 へ の道 を辿 ったのに対 して、後者 は脆弱 とはい え、農業的基盤 をなお
止めていた ことか ら、農業振興 に希望 を持 って、満蒙開拓 へ の道 を取 らなか った ことの二つの村
の位置 を考 えようとした ことで ある。
そ こでの端的 な結論 を述 べ てお くと、前者中川根村 で は生活基盤 を林業労働 に従事 す る ことに
のみ依存 していたために、第一 次世界大戦期 の物価暴騰 にもあお られた林材価格 の上昇 が、他地
域 と同様 に経済活動 を向上 させた反面、大戦後 の長期 の停滞 と昭和恐慌 による激 しい物価下落 と
経営不振 の下 で、 つい には林業労働 に従事 す る条件 を欠 き、再 生 の見込みを喪失 して、 ここに関
東軍及 び拓務省 当局 の施策 に乗 つて、満蒙開拓 に起 死 回生 を期待 す る とい う結果 を迎 えたの で
あ った。他方、徳 山村 は、一 定 の農業経済活動 が存在 し、米作 の外 に若干 の農作物 を生産す る こ
とがで きた こと、村長 が それを背景 に経済活性化 を村落内部 の発展 に期待す る ことを優先的 に判
断 して いた し、 これに照応す る産業組合等 の発展 をも歴史的前提 としていた ことか ら、満蒙開拓
へ の道 を取 らずに、大戦 の終結 にまで至 った とい う ことで あつた。
この二つの事例 を考察 した筆者 は、当時 の農政官僚 の中 にも積極的 な満蒙開拓 へ の方針 を支持
す る集団が必ず しも存在 していたのではな く、 むしろ徳山村長 の ように、農村 を救済す るには農
民 が その地 に踏 み とどまっていれば こそ可能である と認識 した ことも、知 る ことがで きた。 た し
か に関東軍 の執拗 な開拓 へ の誘導 に もかかわ らず、一 定 の抵抗感 が農政官僚 にあ った ことは知 ら
れて い るが、1920年 代 の石黒忠篤農政 の流れ を汲 む、小平権 一 と竹山祐太郎 らはそうした農政家
として上 げ られ るか も知れない。筆者 がかつて竹 山の生前 にインタ ビュー を行 つた際 に も、 また
彼 の 自伝的著作

お
2に
も、彼 が いかに農村振興意識 を持 って農政 に従事 していたか はある程度知 ら

れ る。 とは言 え、農政官僚 のそ うした主観的立場 は、従前 に貫徹 で きるほ ど当時 の状況 は甘 い も
のではなかった。
すなわち、関東軍 による補完部隊 として開拓 団村、満蒙開拓青少年義勇軍 を組織 しようとした
執拗 な運動 と、 そ して何 よりも激化す る農業不振 とは容易 に農村 内での 自己完結的 な経済振興政
策 を実現で きるような状況 ではなかったか らである。上 に述 べ た 中川根 の林業地帯 は、 いわば養
蚕業 にのみ依存 していた信州農村 地帯 と比定 され るべ きか も知れない。一定 の地域社会 が、近代
的工業社会 の荒波 の下 で、強靱 な経済基盤 を維持 す るためには、 モ ノカル チャ的産業構成 では と
うてい支 えきれない とい うの も、当然 と言 えば当然の ことなが ら、 この研究 か ら学 んだ筆者 の認
■
2 竹 山祐太郎 『 自立 』竹 山祐太郎 自伝刊 行委 員会、 1976年 。 イ ンタ ビュー は 1983年 9月 。
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*3。

識 である

小稿 では、国家 レベル の経済更 生運動 の展開過程 を改 めて確認 しつつ、 それ を具体的 に静 岡県
中川根地域 の外 にも事例 を求め、 この運動 の一つの結末 としての満蒙開拓運動 の実態 を説明す る
ことに焦点 を当てた い と考 える。 その際、筆者年来 の願望 で もあった満蒙開拓 団 の村 を歩 いた経
験 もまた、認識 を深 める手段 として活用 した い。小稿 は前稿

*4と

同様 に、静岡県史通史編

*5に

執筆

した 内容 を基礎 とし、 か つ若干 の ヒア リング調査 等 を補足 して い る。 また小稿 では、 この国家的
政策 の詳細 の記述 はで きるだけ簡略 にして、静岡県 の事例 を中心 として展開 した。 とい うのは筆
者 に限 ってみて も、既掲論文 で原資料 を基礎 として、詳論 しておいた し、 また先行研究業績 で も
知 られ るか らである

(ヒ

ア リングには当時の用語 もあえて変更 せ ず採録 した)*6。

小稿 で は、県史 の記述 に新 た に二つ のイ ンタ ビュー資料 を加 えて、論 を展開 した。 とい うのは、
満蒙開拓 団の歴史像 を描 くに際 しては、当時 の体験者 の側 か ら見 ての認識 をも加味 しつつ、行 う
ことが、不可欠 である と考 えた ことで あ り、 またそれ は今後 の研究 を深 める上での、参考資料 と
しての意義 をも持 つ と考 えたか らにほかな らない。以 上 、併 せて検討 の場 に付す こととした。

1

経済更生運動 の展開過程

経済更生運動 の施策体系

1929年

(昭 和

4)10月 、 アメ リカに始 まった世界大恐 荒は、文字 ど

お り先進帝国主義諸国 とその従属国・ 植民地 を も巻 き込 む事件 となった。当時 の国際的 なマル ク
ス主義経済学者 イ ェ・ ヴァルガ は、 この恐慌 ぼっ発 に先立 って、第 1次 世界大戦後 の ドイツ戦争
賠償問題 に端 を発 した世界経済情勢 が、1920年 代後半 のアメ リカにおける過剰生産 と資金 の遍在
による国際金融連鎖 の攪乱 とによって、一大恐慌 の発 生の予測 を打 ち出 し、事態 がそのように推
*7。
移 した ことによって、マル クス主義 へ の知識人 の傾倒 を呼び起 こした 世界史的 にもこの恐慌 を

*3 この論点は、実 は農業問題 に止まらない意義を持つことは容易に理解 されよう。というのは、知 られるように、1960

■
4
彙
5

,6

■
7

特定産業分野 に特化 した「企業城下町」が長期の低迷 に陥って
年代高度成長期 に重化学工業化 の道 をひた走 り、
い る現実、また1980年 代 のテクノポ リス政策 の下 で、常 に同様 の質 を持った「テクノポ リス」計画を策定 した諸
鶴見和子・
地域 の経済がいかなる状況 に陥 ってい るかを見 ることで 自明であろう。これ らの論点を考 える上で、
岩波書店、1996年 を参照。
川由侃『内発的発展論』
東京大学出版会、1989年 、保母武彦『内発的発展 と日本 の農村』
テクノポリス政策 に関す る基本的視点 は山本義彦編『近代 日本経済史』ミネルヴァ書房、1992年 、第 11章 、山本
1992年 を参照。
義彦「浜松テクノポ リス構想 と地域社会」上原信博編『先端技術産業 と地域開発』御茶の水書房、
山本義彦「第 2次 世界大戦期地域経済 の変貌一静岡県地域 の事例 一」『静岡大学経済研究』第 2巻 第 2号 、1997
年を参照。
『静岡県史通史編近現代二』近刊予定 (脱 稿後、97年 12月 に刊行 された)。
山本義彦「経済更生運動 と『満州』移民一昭和恐慌期静岡県中川根地域 の一 断面一」『静岡県史研究』第 2号 、
1986年 、参照。武 田勉・ 楠本雅弘 『経済更生運動史資料集』Ⅶ、柏書房、1986年 。
E.ヴ ァルガ『世界経済恐慌史』慶応書房、1934年 参照。外 にヴァルガ『大恐慌 とその経済的結果』経済批判
会訳、叢文閣、1935年 。日本 の戦後 の作品であるが、個別論文集の性格の強 い共同論文集 として東京大学社会
科学研究所編 『ファシズム期の国家 と社会 1昭 和恐慌』東京大学出版会、1978年 を挙 げておきたい。

‑3‑

経済研究 2巻 4号

転機 として、第 2次 世界大戦後 に本格化す る現代資本主義化が開始 されたことは通説化 してきて
いる*8。 すなわち第 1次 世界大戦後 の世界 は、なおも大戦前のイギリスを頂点 とした国際金本位制
の再建 を課題 としつづ けていた ものの、 この恐慌 が、金本位制 の最終的離脱 と金 の裏付けを欠い
た「管理通貨」制度 の国際的展開の序曲 となった。
わが国の場合、第 1次 大戦後の金本位制への復帰の課題 を実現 しない うちに、インフン・ マイ
ン ドの経済施策が展開 され、 それ 自体が大正デモクラシーの支え ともなったのであるが、同時 に
・ 9。 浜 口雄幸民政党内閣の下
産業界 の合理化や財政引 き締 めの課題 は繰 り延べ られたのであった
での「公私経済緊縮運動」や「教化総動員」はそうした状況への合理化再編 とい う課題を達成す
るための国民統合政策であった。ではどうして合理化が必要であったのか。 それは国際連盟常任
理事国 として、
「政治大国」の一翼 となったわが国 にとって、当時依然 として金本位制 に戻 ること
こそが大国 としての使命であると考 えられていたからである。 そのためには緊縮 による貿易収支
の赤字改善が必要だ とい うのであった。 また一つには 1924年 の帝国経済会議 での審議内容 ホ が
1°

示 しているように、経済的に強固な基盤を固めるためには重化学工業化の道 も必要であ り、その
前提 として経済界 の整理が必至であったとい うことである。
さて大恐慌 はわが国 においては、工業 における不振 をカルテル等 による再編成を通 じ、かつ恐
慌期 の生糸輸出の困難化 による対米貿易赤字 の出現 を機 とする為替下落 を利用 した輸出強行 に
よって切 り抜けつつ、他方で零細規模 の農家経営 と植民地 にしわ寄せ していった。 そしてまた農
村では生糸恐慌 と20年 代以来 の生産力拡大 による農産物過剰 のために経営危機が進行 し、
「全般
的落層」 とその後 の学者が指摘す るような、農村 の全階層 にわたる経営危機 と負債の累積が発生
した。 ここに「経済更生運動」が提起 された根拠がある。そもそも兵庫県農会の山崎延吉 の提唱
による農村不況 に対処す る自力更生運動の方策を、小平権一 ら農林省農政局官僚が全国的施策 と
して展開したものが これであった*11。
「市町村会議 に於 ける経済更生運動 に関す る県の指示事項」 (1932年 9月 )は 、 こうした農林省
,8 この指摘 の早 い ものは、大内力『日本経済論』下、東京大学出版会、1961年 を挙げてお くことがで きよう
。大

内氏は宇野弘蔵の経済学説 に従 って、金本位制では基本的 に通貨価値が安定 していて、等価交換原則が貫徹す
るが、不換通貨 システム となった第一次世界大戦後状況は、絶えぎるマイル ドイ ンフレーションの進行 による
賃金価値の他の諸物価 との傾向的な不等価関係 に入 り、組織化 の進展 とともに賃金労働者はマイル ドな賃金上
昇 を志向する (下 方硬直性)こ とを指摘 した。 この考え方 は John Maynard Keynes,A Tract on Monetary
Reform,Macmillan,London,1923,と も共有する意識であろう。
・ 9 山本義彦 『戦間期 日本資本主義 と経済政策―金解禁問題 をめぐる国家 と経済一』柏書房、1989年 。
・
山本義彦編『第一次世界大戦後経済社会政策資料集』全七巻、柏書房、1987年 、特 に同書別冊「解題」を参照
されたい。 また同趣 旨は、山本義彦「 日本帝国主義 の危機状況」歴史学研究会 0日 本史研究会編『講座 日本歴
史』第 9巻 、1985年 、前掲拙著 『戦間期 日本資本主義 と経済政策』 をも参照。
中
11井 上晴丸『 日本資本主義 と農業及 び農政』中央公論社、1955年 、暉峻衆三『 日本農業問題の展
開過程』上、下、
東京大学出版会、1970年 、1984年 、西田美昭『近代 日本農民運動史研究』東京大学出版会、1997年 、中村政則
『近代 日本地主制史研究』東京大学出版会、1979年 など。
1°
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による施策 が 県 ンベルで どの ように具体化 されてい ったかを示 してい る*12。 そ こでは農村振興 土
木事業 の施行、農業倉庫建設奨励、共同作業場設置奨励、牧野改良 と駒育成設備奨励、農村及 び
中小商 工業元利支払資金融通、林道開設及 び荒廃地復 旧事業、製炭設備奨励金交付、桑園整理改
植、乾繭共同保管、耕地拡張改良事業助成等 に関 して指示 がなされて い る。 その際事業 主体 は市
町村 で あ り、 この他耕地整 理組合 を通 じる個人 や組合事業 として展開す る。
「農 山漁村経済更生計画 に関す る件通牒」 (1933年 6月 15日 )は 、経済更生運動 の柱 となった、
農山漁村 に対 して経済計画 の策定 とその提 出 を要請 した文書であ り、 これに基 づいて各地 で計画
が立案 され、 その内容 を県がチ ェ ックした上 で、農林省 の指定村 として確定す るものである。 そ
こには「経済更生委員会準則」が盛 り込 まれ、町村 の委員会組織化 の任務 と構成、役割 が規定 さ
れて、 これを雛形 にして各町村 が委員会 を組織 す る こ とになった。組織 内容 はよ く知 られてい る
ことなので、簡略 に言 えば、委員会 は町村吏員、町村会議員、学校教職員、農林漁業経験者、町
村農会、漁業組合、産業組合、養蚕実行組合等産業団体関係者、 自治会等教化団体関係者 を網羅
し、会長 は町村長 であつた。民力涵養運動 と同様 な全村 ぐるみの組織形態 で ある。計画 のために
町村 ごとの調査 が行 われ、 かつ各戸単位 の経済計 画 を策定 させ るべ く農家家計簿 の作成 も期待 さ
れ、家計簿 の配布 が行 われた。 む ろん家計簿 を作成 で きる農家 は中上層 に限 られ るし、 げんに全
国的 な配布状況 を示す農林省 内部資料 を筆者 が調 べ た ところ、全農家戸数 の約 3分 の 1に 止 まっ
ていて、 しか もその全農家 が付 けたか どうかは知 ることはで きない。 ただ し一 定 の農家 に簿記 を
「計画性」をある程度 自覚 させた とい う役割 を改 めて認識
付 けさせた ことか ら、 むろん「 自主性」
してお くべ きであ り、 まさにそ こにこの経済更生運動が持 つ、一定の積極性 を捉 える こともで き
よう。 この点 は筆者 のすでに掲 げた論稿 で論 じた ところである。静岡県内各地 の資料 で もこうし
た計画 は多 く発見 されてい る。都市部 の現在 の静岡市近郊 について も千代 田、安東、麻 機、久能
や大谷 の各村 のような農村地帯 の計画 が「静岡市農山漁村経済更生計画」として収録 されて い る。
しか しそ もそ も財政的 に も厳 しい状況 の下 での計画 であるので、農林省 として も精 々の ところ指
定村 の計画策定 のための技術員 の活動 に要す る旅費支給程度 の ものに とどまった。 このほか農林
省、内務省 ともに「 時局匡救事業」 とか「救農土木事業」 の名 の もとに、暗渠排 水工事 や耕地整
理事業 に取 り組 む町村 に対 し補助金 を交付 した。 この経費 は 1932年 後半 (同 年 8月 、「救農議会」
開催 )か ら 34年 まで に、約 20億 円 に上 ったが、 これ は当時 の国家 の 1年 間 の歳 出規模 が 50億
,12 これは、静岡県知事 の市町村長 を集 めた会議 で、指示 された事項 であって、当時の地方制度 では、1920年 代半 ば
の郡制廃止 までは
「郡市長会議」で指示 されていた。そして郡長が町村長 を集めて郡町村長会議 によってその内
「 自主性」を
郡町村会 とい う緩やかな協議体が形成 された。しかしこの協議体 は一定 の
容が示達 された。その後、
『静岡県史資料編近現代 5』
もって電灯料値下 げ運動や義務教育費 の国庫助成増額運動等 に力を発揮 していた。
を参照されたい。 また静岡県森町『森町史』通史編 2(近 現代 )、 1998年 で もこの点 の執筆 を行ったことがある。
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円程度 で あったので、それな りの大 きさをもってはいたが、町村 の末端、 つ ま り農民 たちの手元
に届 く給与 としては、彼 らの負債 に対比 して まさに「焼 け石 に水」 であった*13。
こうして この運動 は内務省系列 による国民更生運動 =つ まりは 自助努力 のための精神運動 と結
「二 宮尊徳翁生誕百五 十年記念講演会 に関す る件通牒」(1936年 6月 27日 )は 、 こ
合 して い った。
の運 動 が報徳思想 の普及、教化運動 と関係付 けられて い る ことを示 してい る。 この請習 へ の参加
が予定 されてい るのは道府県市町村吏員 であ り、報徳精神 をもって、当時 の不況 を くぐり抜 ける
力 をつ けようとい うのである。当時、農林省農政局 に勤務 して いた戸倉莞爾 (袋 井市愛野 )の 1982
年 の筆者 に対 する回想 とその際 に示 された資料 によれば、農林省 では農村 の振興 のために、二 宮
尊徳 の仕法 を研究 し(農政 当局 内部 の研究 用 として謄写版刷 りの資料がある*14)、 全国的 にもそれ
を広 めるためにt教 育宣伝活動 として、農民道場 や講座 t掛 川 の大 日本報徳社 での合宿 な どを行 っ
て いたのである。中泉農学校 の細 田多次郎校長 の薫陶 を得、宇都宮高等農林学校 を経 た農林省技
師戸倉 は、戦後 に袋井町 に戻 り、町長、初代 の袋井市長な どを歴任 した。 また農政局 の若手官僚
として経済更生指定村 の中堅 農家探 しに走 り回った竹 山祐太郎 (戦後静岡県知事 )も 中泉農学校
か ら東京帝国大学農科予科 に進 み、農林省 に職 を得 た。 なお、周智郡森町中川の本多 フ ミ家所蔵
資料

*15に

、静岡県属 (学 務部社会課 )や 堀之内職業紹介所長、地方事務官静岡県農村計画委員会

専門委員、静 岡県海外協会嘱託等 を歴任 した本多明善 の文書資料 が ある。 これには当時 の経済更
生運動 、満蒙開拓移民政策遂行 のための関連資料 と本多が移民者 や拓務訓練生等 に行 った挨拶文
の綴、分村計画関連資料 が含 まれてい る。

経済更生特別指定村 と満蒙開拓武装移民

経済更生運動 は既述 の よ うに、国家 の財政支援 とし

て も不十分 な もの とな り、 それだけに深刻化す る農山漁村 の窮状 を克服す ることにはな らなかっ
た。 そ こで農林省 は経済更生運動 の レベル を引 き上 げるべ く、更生運動 のための施設整備費 につ
いて も、
地元の財政負担お よび地元民 の無償奉仕 に も依拠 しつつ一定 の財政支援 を図 る こととし、
その対象 としては、発展へ の意欲 をもつ農山漁村 として絞 り込んだ地域 に対 して補助金 を交付 し
た。 それが農村 の 自前 の負担 と比 べ て どの程度 の ものであったかについては、具体的 に前掲 山本
論文 *16が 算定 して い るので参照 された い。これ ら村落 を経済更生特別指定村 とした。
「農山漁村経
この問題指摘 の早 い著作 としては、猪俣津南雄『踏査報告 窮乏下 の農村』中央公論社、1932年 (そ の後岩波
文庫所収)で あろう。 これに対する批判的見地 の著作 としては長幸男『昭和恐慌』岩波新書、1973年 を挙 げて
お くことがで きよう。
謄写刷 りは「尊徳仕法の研究」 と題 されていた。
筆者 は森町史編 さんの過程で、 これ らの資料 を参看することができた。
前掲山本義彦「経済更生運動 と『満州』移民」を参照。
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済更生特別助成規程」 (1936年 7月 23日 )は 、 その静岡県 の規定 を示 してい るが、基本的 には農
林省 の指示 によるもので ある。 それは毎年交付す る「農山漁村経済更生計画実行 の助成」費用 の
ための規程 で ある。計画実行 のため、町村 が借入 した預金部資金 の利子 の三分 の一以内へ補助 と
して設定 されて い る。 また「経済更 生特別助成村協議会 にお ける県 の指示事項 」 (1940年 7月 19
日)は 、 こうした指定村 の競争 を図 る ことで、経済活性化 を達成 しようとい う狙 い をもって い る。
いわ く「 自力更生精神及 び農業報国精神 の発揚」、「戦時下 にお ける経済更生の趣 旨は、村経済 の
恒 久的更生のみな らず、国策 た る重要農林水産物 の増産 を図 るため、農 山漁村 の諸組織 を整備 し
諸団体 の統制強化 並びに活動 の促進、 ひいては農 山漁家 の 自覚 により経済更生計画の実施 を期す
る」 とうたってい る。 それ らとともに「満州分村計画及 び満州農業開拓民送出」 が述 べ られて い
る。
「農山漁村 の経済更生 を徹底 せ しめ村 の恒久的安定 を図るには、その根本策 として村内資源 と
人 口の均衡 を調整 す る こ ときわめて肝要 な り。 その不均衡打開策 としての満州分村計画 の実施、
満州農業開拓民 の送 出 は経済更 生上 」重要 と考 え、「一 方吾 が民族 の大陸発展及 び満州開拓 の促進
のため非常時局下 重要 国策 にして」 その達成 を図 るべ き こと、 と打 ち出 して、経済更生 特別助成
計画 の推進 と「満州開拓移民」政策 とが一体 の もの として位置 づ けられたので ある。
経済更生運動が、当初、財政的 には町村技術員 や農会技術員 の農家経営 へ の技術指導 のための
旅費等 の支援 とい う消極的内容 と、他面 での産業組合運動等 による民間 の経済力 に依拠 した共同
倉庫 や選果場 の設置等 の計画策定 による活性化 を図るに止 まっていたのに対 して、経済更生 特別
助成 は、施設設置等 へ のよ り積極的 な財政支援 を含 みつつ、活性化 にとつて障害 となると意識 さ
れた「過剰農家」の「満州移民」 へ の誘 い を行 お うとした ところに、大 きな相違 が ある。

表‑1

昭和 11年 度 か ら16年 度 までの経済更生運動 と分村状況 (実 数、%)

国 県 全 県 全
野
岡 ／ 長 ／

全静静猪長

更生計画樹立町村

(4.0)

特別助成村

村

1,595(20.0)

135(1.7)

38(11.8)

5(1.6)

(2.4)

(3.7)

48(13.2)

19( 5.2)

(3.0)

(4.6)

分

(14。 1)

町村数 は農林省「農山漁村経済更生特別助成町村名一覧」昭和 17年 、武 田勉・楠本雅弘編
「農山漁村経済更生運動史資料集成」Ⅶ (昭 和60年 、柏書房)に よる。
表 によれば、全国一の開拓移民 を送出 した長野県 は別格 として、静岡県の更生計画樹立
村 に対する特別助成村 の比率 は相対的 に高 く、分村比率 はほぼ全国水準 にあった。

‑7‑

経済研究 2巻 4号

2

静岡県 の更生運動 と満蒙開拓

満蒙開拓武装移民 と青少年義勇軍

この政策 には陸軍 の影響 の大 きかった拓務省 による満蒙開

拓武装移民 の組織化 を図 るべ く、窮状 にある農山漁村 の一定 の世帯 をまとめて「分村移民」方式
で、 いわ ゆる「過剰 農家」 の「満州」 へ の投入 を実現 し、 もって関東軍 の支配力 の不足 を補完 さ
せ る 目的 の下、武装農民 として特 に関東軍 の手薄 な地帯 へ の「 日本人村」建設 を行 った。 その 目
標 は、20年 間 で 100万 戸 500万 人 とい う途方 もない大規模 な ものであった。そればか りで はない。
この 目標設定 には一面 で、「満州」総人 口 5000万 人 と予測 し、 その 1割 を日本人が 占めることに
よって、「安定支配 」が可能 との判断 に立つ ものである。 また他方 で は、 それ は全国的な農家総戸
数 の うちで、過剰戸数 として割 り出 した数値 であ り、特別指定村 につ いて も、村 ごとに過剰戸数
を割 り出させて (全 国 で 30パ ーセ ン トと算定 されて い る)、 「満州 」へ の送出を実施 したのである。
こうした算定 が いわ ばガイ ドライ ンとして各町村 に提示 され、在地 の町村長、役場吏員、町村農
会、農業技術員 はその人集 めにか り出され る ことになる。小学校 を卒業 して間 もない、少年 を含
む青少年義勇軍 を送 り出 したのである*17。
こうした移民送出 に当たっては、移民地 の視察 を行 い、「王道楽 土」をキャンペ ー ン した。静 岡
県 では特別助成村 38の うち分村移民 を行 ったのは、富士郡富丘 (富 士宮市 )、 自糸 (富 士宮市 )、
芝富 (芝 川町)、 浜名郡知波田 (湖 西市 )、 駿東郡愛鷹 (沼 津市 )の 5か 村 で あ った。 しか しその
他 に も駿東郡原里村 (御 殿場市 )、 榛原郡 中川根村 (榛 原郡 中川根町)等 で分村移民 が行われた し、
静岡県全体 の移民送 り出 し人員 は全 国 10位 の うちに入 る。少年義勇軍送出人員 は、全国 7位 で あ
る*18。
「満州農業移民募集 に関す る件通知」は、1936年 12月 24日 、静 岡県学務部長か ら市町村 に発
せ られた通知 である。
「満州農業移民 の奨励 は町村、部落 の経済更生上根本的 にして且 つ甚大 なる
関係 之有候 に……若 し此際講演会、懇談会等御 開催 の計画之有候 はば、御希望 に依 りて適当なる
講師 を派遣」する とうたって いて、当時 は相当 に満州農業移民 へ の応募 もあった とい うのである。
そして郡 レベルで青少年義勇軍 の訓練施設 が登場 した。 そのひ とつが
「賀茂郡拓務訓練所」で あっ
た。町村 レベル で も同様 な組織化 が追求 されてい る。大陸開拓後援会 が設置 されたのはそ うした
旗振 り人 をいかに組織 す るか とい う問題であった。開拓民 と青少年義勇隊 を送 り出す際 にはこの
前掲武田・ 楠本編 『経済更生運動史資料集成』の各巻 を参照の こと。
『長野県満州開拓誌』上、下、郷土出版社、1981年 の解説 による。

‑8‑

経済更生運動と満蒙開拓移民
組織 が「出征将士 に準ず る待遇」を図 り、餞別等 を行 う とした。村 ぐるみ町 ぐるみの組織 として、
会長 は町村長 が担 った。 また理事 には村会議員 や小学校長、青年団長等 が あた り、特 に高等小学
校 二年担 当教員 が含 まれて、青少年義勇軍募集 に当た る ことが示 されて いた。全国的 には農業移
民 のために日本国民高等学校長 の加藤完治 (元 山形県立農業講習所所長 )は 茨城県内原 に訓練所
を設 置 し、「満州」の厳 しい気候条件 に堪 えられ るような肉体的訓練 と精神訓練 を行 った。 また政
府 も富士山や八 ヶ岳 にも訓練道場 を設置 した。静岡県では県立 引佐農学校 (多 田実校長 )に 38年 、
「静岡県開拓訓練所」 として設置 された。多 田校長が県立小笠農学校校長 に転任 する と、同校 に

40年 、静 岡県女子短期訓練所 を設置、「満州」向 けの花嫁養成 を行 った。「満州国」竜江省鎮東県
竜 山 (現 中国吉林省 白城市 )の 福 田開拓 団を背景 として設立 された「竜 山開拓女塾

*19」

は、代表

的 な存在 であつた。さらに校長 は県 に働 き掛 けて 1943年 、静 岡県女子拓殖訓練所 を設 置 しようと
したが、志太農学校 (現・ 県立藤枝西高等学校 )へ の転任 で果 たせぬ まま、終戦 を迎 えて い る。
多 田の後 を受 けて小笠農学校校長 となった角替九一郎 は同訓練所 の所長 を兼任 した。静 岡県送出
の「満州」開拓民人員等 の一 覧 は表 ‑2の とお りで ある。

1942年 の「満州地方農業移民地視察報告書『静 岡村概況』」 と題す る、詳細 な「満州」の農業移
*20。

民 による開拓村 の実情 を視察 した報告 が ある

「静岡村」の立地 はハ ルビン (吟爾濱 )か らはる

か北東 の「満州」東北隅 の旧 ソ満国境 に近 く、松花江 と黒竜江 の合流地点 に近接 した僻遠 の地で
ある (当 時 の地名 で は三江省湯原県鶴 立 向)。 これ は当時 の榛原郡 中川根村 の板谷壮吉前助役等 が
視察訪問 した記録 であ り、 その 目的 は、中川根村民 をいわば安心 して「満州」 に移民 して い ける
ことを示す ところにあ り、 こうした視察報告 と並んで、政府 による奨励 目的 のための映写 フ ィル
ム の巡回上映会 が行 われた りした。前掲表 ‑1に 示す ように、開拓団、青少年義勇軍 の送 り出 し
は全 国比 でそれぞれ 3.8パ ーセ ン ト、約 2パ ーセ ン トであ り、表 ‑1の 更生計画 の樹 立町村、特
別助成村 の全 国比率 とも照応 して い る といつて よい。
この開拓団 の始 まりは 1932年 10月 の試験移民団約 500名 が佳木1斯 に入植 したのを皮切 りとし
てい るが、 この団 はその後「弥栄開拓団」 と称 して い る。35年 10月 、満州拓殖公社 が設立 され、
開拓民 へ の金 融、移住 地 の買収分譲、開拓地建設 と経営 にあつせん助成す る こととされた。36年
には広 田弘毅 内閣 の下 で、満州移民 を十大国策 の一つ として位置 づ ける こととされ、先 にも述 べ
た ように、20カ 年 100万 戸、500万 人送 出方針 が策定 された。38年 度 を初年度 として第 1期 5カ
年計画 によ り、10万 戸移民 が始 まった。翌年「満州開拓政策 基本要綱」 によって、移民 は「 開拓

・19 これに関しては、杉山春『満州女塾』新潮社、1996年 参照。
Ⅲ
20『 静岡県史資料編近現代 5』 所収。
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民」 とされ、37年 7月 には関東軍 の指導性 によ り「青年農民 訓練所創設要綱」が登場 し、同年 9
月 には「青年義勇軍先遣隊」が到着 した。 11月 になると政府決定 によ り青年移民送出方針 が登場
し、38年 か ら青少年義勇軍 の送 出が本格化 した。静岡県 の第 1回 送出は 1936年 3月 東安省鶏寧県
吟達河開拓 団 に 8世 帯 36名 が入植 し、1945年 6月 海 城 清水郷 の入植 まで単独開拓 団 10個 (開 拓
女塾 1を 含 む)、 3,640名 、混成開拓団等 42個 団 948名 (義 勇隊 か ら移行 した混成団 36団 を含 む)
を送 出 し、人員 では全国第 12位 とい う。青年義勇隊 は 38年 5月 6国 内原訓練所 を終 えて派遣 さ
れた 83名 を皮切 りに 44年 5月 の勃利訓練所神 田 中隊送 出 までの 8個 中隊 1,933名 を送 出 した
(こ

の総人員 6,521名 中帰還者 は 4,854名 、74.4%、 死亡 は 1,631名 、25.0%、 未帰還者 36名 、

0.6%)(開 拓団 の展開状況 については、図‑1参 照)。

3

榛原郡中川根町の開拓事例

中川根開拓団の組織化

中川根 の分村移民 の場合、林業労働 者 としての生活 を主 とした零細 な

土地 持 ち農民 で あるのが ほ とん どで あ った人 々 に とっては、第 1次 世界大戦期 の物価暴騰 に影
響 されて林材価格 もまた大戦前 に比 べ て高騰 した こ とを背景 として、林業労賃 も比 較 的上昇 し
て いた はずであったが、大戦後 の景 気 の後退 と長期 の低迷 は、林材価格 の大戦 前 へ の低落 に引
きづ られて、林業労賃 もまた一 挙 に低下 した。 そ うした約 10年 に も及 ぶ 地域 住民 の生 活苦 に
い つそ うの窮境 をもた らしたのは、昭和恐慌 で あ った。山林地主 として 目立 つ存在 がなかった こ
の地方 で は、材木商人 に従属す る山林労務者 として就労 す る外 に道 はなか ったので あ る。 この
よ うに人々 には脱 出 回のない苦難 が さらに追 い打 ちをかけたので あった*21。 こ ぅして村政担 当
者 た ちに用意 された 国家 か らの「救済」策 は、零落 を余儀 な くされた 多数 の村民 に「満 蒙 開
拓団」 を組織 す ることで あった。恐 慌対策 としての「経済更生計 画」 は、あ る程度 の農業基盤
を有 してい る場 合 には一定 の回復政策 として展開 させ る こ ともで きたか も知れないが、 この村 の
よ うにほ とん どの住民 が土地や山林 を持 たず、せいぜいの ところ、島田の材木商人 に雇用 されて
山林伐採 に従事す るほかなかった ところでは、発展 させ るべ き生業 がなかったので ある。だか ら
こそ「 過剰人 口」として処理す る筋道 にはこうした強権的な「満蒙開拓団」が用意 されたので あっ
た。

145戸 693名 が こうして故郷 を後 にしたの は、 1942年 4月 の ことであ り、彼 らは村助役板谷壮
吉 を団長 に中国東北 旧満州竜江省 自城市外 の鎮東県套保 (現・ 到保 )村 周家地区 1万 3,000ヘ ク
お
21山 本義彦前掲「経済更生
と『

運動

満

jJll・

l」

移民」による。
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図 ‑1

経済更 生運動 と満蒙開拓移民
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経済更生運動 と満蒙開拓移民
￨1根 郷 として農耕 に携わ ったので ある。この隊 は 4月 10日 ふ るさとを後 にして、12
タール に分村り

日敦 賀港 を出帆 し、 14日 清津 に到着 し、 17日 新京 (長 春)、 18日 白城子 を経 て、套保 に到着、大
豆、 こうりゃん、馬鈴薯、疏菜類 の作付 けをし、 営農方針 としては農業、牧畜、植林 の三者兼営
として、子 どもたちは鎮東県竜 山開拓 団在満国民学校 に就学 した。少年義勇軍 に も 29名 が応募 し
たので ある。 こうした送 出 は容易 ではなかった。 目標 の世帯数 を確保す る ことは到底困難 で あ つ
た。43年 1月 23日 の村文書 で は、
「第 二 回本隊六 〇戸送 出 に付 ては……一七名合格 し、……計画
に充 たざる四三戸 の送出は第二 回本隊 として二 月二十 日迄 に募集」する こととした。 これ はたん
に厳正 な選 考 による目標数 の大量不足 とい った こ とではな く、実際 の応募数 の不足 の結果 で あ っ
たか ら、あ らためて不足分 の補充 のため新 たに募集 し直 しを行 った ことが示 されてい る。 そして
第 3回 は 12戸 に止 まって しまった。送 出経費 は全 て補助金 によって運営 された。こうして例 えば、

43年 2月 3日 か ら 5日 まで、
「 開拓団員送出啓発講習会 」が 中川根村長、同興郷会長連 名 で開催 さ
れ、分村計画の模範長野県読書村 *22か らの報告、女子 の興亜教育 に関 して、開拓団送出運動 に邁
進 して いたカロ
藤弘造 (県 議 を歴任 )の 妻加藤 つ な、 また義勇隊婆 さんによる「女子の大陸進 出」
の意義等 が語 られた。 また開拓民配偶者斡旋指導員 が活躍 した。 そして「 開拓団編成推進員」 を
動員 して、送出 に努 めた。300戸 送出が 目標 とされた。こうして送 り出されてい った家 の財産 で あ
る土地や山林、家屋 の管理 は個人間の処理 に委ねず に、興郷会 に一任 す るように努 めさせ 、同会
が農会、森林組合、産業組合 と協力 して管理 、処分す ることとした。 しか し 45年 8月 には、日本
の敗北 とともに分村 は解体 し、長春 を経 て翌 46年 9月 には郷土 に帰還 した。 その間 の犠牲者 は

181名 に上 ったので ある (犠 牲者 は実 に 25%に 達する)。 最終的 には川根開拓団は他 の 6か 町村 に
も呼 び掛 けて第 11次 集団開拓 団 として 300戸 、617人 の多数 に上 る送 出 となった。 この彼 らが落
ち着 いた套保 は、後 に も見 る福 田開拓 団 の落 ち着 いた所 と隣接す る静岡県 の他 の開拓団 とも近 接
した位置 にあ り、長春 か ら北西 へ 350キ ロメー トル ほどの 自城駅 の二つ手前 の駅周辺 とい う奥地
で、 モ ンゴル砂漠地帯 にも近 い。砂地 の いわば荒れ地がほ とん どの位置 で あるが、川根郷地域 は
今 日もとうもろこし、 こうりゃんな どの穀物収穫地帯 で ある。筆者 は套保村 には入 らずその周辺
地区を歩 いたが、 この地 を遠望す るだ けです ぐ分 かった こ とは、上 のよ うに稔 りのある地 帯 とい
うこ とで あった。 ただ し中川根開拓団の村 は周家囲子 とい う現地の地名 に基づ いて、周家中川根
開拓 団 と表現 したが、 これ は相当大規模 な周家 の所有 していた土地 を示 していた と伝 えられ る こ
*22高 橋泰隆『昭和戦前期の農 と
村 満州移民』吉川弘文館、1997年 は、読書村を事例 として分析している。同村は
満蒙移民の典型的な事例 として知られていて (『 南木曽町誌』通史編 1982年 、
「近代第 9章 第 3節 満州移民」も

参照)、 当時も模範的な村 として全国に紹介されていたし、戦後、もう一つの典型的模範村であった泰阜村の場
合に関して、ハンディな小林弘二『満州移民の村―信州泰阜村の昭和史』
筑摩書房、1977年 を挙げておきたい。
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とか ら、 この地 も他 の場合 と同様 に、優 良地であった ことをうかがわせ る*23。

中川根村 の現地視察 と応援隊

先遣隊入植 と同時 に村 の書記中野幸逸、壮年団員山田信一 の 15

日間 に及 ぶ現地分村 の視察 と村会議員 100名 、村吏員 2名 が長野県読書村、富 士見村、大 日向村、
そして満州移住協会、拓務省 を訪間 させ る こと、 ほかに も多 くのそうした視察等 を繰 り返 した。
前掲 『拓魂』 の記録 によって も、 じつ にそ うした作業 は 1944年 9月 までに 11回 に及 んで い る。
国 の規定「満州建設勤労奉仕隊開拓応援作業隊派遣要項」に基づ いて、 1942年 9月 5日 か ら 10月
10日 にか けて、各部落会 で 1名 、合計 15名 の規模 の応援作業隊派遣 も行 われ、秋収穫作業 と村建
設 に加 わった。 この人々の宿舎 には「満人家屋 の買収」、「未住家屋一 〇数戸」 があて られた。最
初 の応援隊代表者大 田隆次 の「実績報告書」 によって、 その 日程 を見 ると、 9月 5日 に中川根 を
出発 して、8日 には自城子 に到着、12日 か ら 10月 4日 には新京 を視察、6日 大連、旅順視察 となっ
ていて、短 い期 日ではあるが、「満州国」の発展 ぶ りを感 じさせ るために首都や 日露戦跡見学 が織
り込 まれて いて、恐 らく開拓 の意義 ある ところを感 じさせたので あろう。戦跡 め ぐりでは日露戦
争 に参加 した老人 の説明が印象的 であつた

*24。

実際、参加者 の回想記 で もそれが印象深 く述 べ ら

れて い る。 こうして「作 業 隊員中 に も三 、四名渡満 の決意 をなした るものあ り」、「明年度 は子女
を派遣す る要 あ り」と報告 されてい る。 こうして 43、 44年 度 では応援隊規模 も多少増加 し、 しか
も女性 の人数 も極 めて増加 して い る。勤労奉仕隊 も内原訓練所 の分所 で 8日 程度 の訓練 が前提 で
ある。皇国精神 と農民道、満支一般情勢、満州事 情、開拓事情 、衛生、教練、 日本体操、農業実
習等 である。また参加者 の 1人 であつた松下麟― の回想 では この教育、なかで も加藤所長 (完 治 ?)
の「満州建設 は侵略 で も、革命 で もない、新 しい五族協和 の国づ くり」 とい つた ことに感銘 を受
けた とい う。中川根村 の開拓団 の「開拓綱領」 には「身 を満州建国 の聖業 に捧 げ神明 に誓 つて天
皇陛下 の大御心 に副 い奉 らん ことを期す」「我等 は身 を以 って一徳 一 身民族協和 の理想 を実践 し、
道義世界建設 の礎石 た らん事 を期す」 と記 されて いて、『あ ゝ拓魂』では「極 めて政治的、国家主
義的色彩 が濃厚 に漂 ってい る」 が、「一 面 には戦 中の農民 の精神 の一端 を示 した もので もあった」
●
23 この調査旅行 は、1996年 6月 4日 か ら 19日 まで実施 した。案内者 は福 田開拓団の開拓女塾 に属 し、現地 の国民
学校教師 となった寺田ふさ子 さんであった。 この人 は父寺田政雄氏 を現地で喪つた。調査期 日は同氏 の亡 く
なった日に合わせて行 った。寺田氏 の逃避行 の顛末 は寺田ふさ子『無告の大地』潮出版社、1996年 に詳 しい。
また同書 は潮 ノンフィクション賞を受賞 した。福 田開拓団の記録 としては、矢崎秀一編『満州開拓竜山 春光』
1967年 、また中川根開拓団 に関 しては、中川根拓友会『拓魂』1974年 が貴重 な記録 として残 されてい る。 これ
は当時の中野幸逸助役の所蔵資料 をはじめ中川根町役場 に残 されてい る詳細 かつ充分 と言 つてよい豊富な資
料 の成果である。
●
24 日露戦争遺跡 は今 日も残 されていて、筆者 は中国側 が外国人 に初 めて参観 を許可 した 1994年 の旅行 でつぶさ
『静岡県近代史研
「中国東北、日本 による侵略の爪跡 を訪ねて」
に見 ることができた。 この時の記録 は山本義彦
究』第 21号 、1995年 を参照されたい。
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と比 較的 に冷静 に記 されて い る。 また 同書 では警備関係 の記録 が あ り、 その中で、次 の よ うな指
摘 が見 られ る。 いわ く「 当地区の治安状況 は極 めて良好 であった。入植地 は大部分 が既墾地 の買
収 で あって、原住民 の移転等 による トラブル の発生 はあ りがちな ことであったが、 それか らも団
建設 を脅 かす ような事態 は一度 もお きなかった」と。つ まりは開拓 団 の土地 は、現地 の人々 によっ
てすで に開墾 され耕作、利用 されていた とい うところに開拓 団村政策 の問題 がひそんで もいたの
で ある。銃器 30挺 、弾薬 3,000発 な どの数字 が ここでは示 されてい るが、後 で述 べ る逃避行 にさ
い しての、現地 の人 々 との トラブル にこうした武器弾薬 が、開拓団 の武装勢力 としての意味 を与
え、現地 の人々が怯 える こ とか らくる襲撃 の一 因 をな した といって もよいか も知れない*25。
警備指導員 が元軍曹 とか、団 自体 の訓練 に鎮東 の陸軍部隊 に入隊 しての宿泊訓練 を実施 した り、
関東軍 が南方 に動員 され、空 自 となっていた こ ともあ り、
「開拓団員 はその穴 うめ として期待 され

たのであろう」 と記述 されていることも、比較的正確 に思える。 また団の児童への教育施設は、
関東軍司令官の管下 にある関東局在満教務部の所管 とされた各省学校組合が設置 されて、教員身
分上、各学校は外務省在外指定校 となった。中川根の場合、当初 は竜山福田開拓団の学校 に児童
を寄宿 させて教育が行われ、のちに川根在満国民学校の発足 となった。

更生計画実現の困難性 と開拓団村

中川根開拓団の場合、1933年 の経済更生計画自身が実現性

の弱 い ものでしかな く、将来見通 しを村 が作 られるような実際的経済的基盤 としてなかったこと
が、一 日散 に満蒙開拓へ と人々 を動員することになったのである。以下、中川根拓友会前掲書*26
によって、動向を見てお こう。 とい うのはこの榛原郡中川根村 (現・ 榛原郡中川根町)の 資料 は
極 めてよ く保存 されていて、 しかも同書 もそれを大 いに活用 してい る貴重 な記録 となっているか
らである。当時の中川根村議会に提 出 された「満州開拓民 に関す る資料」 (1942年 2月 現在)に よ
ると、 1戸 当た り人口 5.88人 、総戸数 1,025戸 の うちで、農業、商工業が戸数 にして 285戸 で、
うち商工業 132戸 のなかで 108戸 は農業 との兼業、その他が 740戸 でそれは全て農業を兼業 とし
ている。 この「その他」 は基本的 に林業労働 に携わっていると考 えられる。 そして農業 といって
も5反 以下が 476戸 、 5反 から 1町 が 200戸 、 1町 から 3町 は 30戸 、3町 以上は 1戸 とい う零細
満蒙開拓団問題 で意外 と忘却されてきた こと (特 に体験者であればあるほどそうであるが)は 、 まず武装 して
逃避行 を行 うことの現地住民に与 える動揺 とおそれ、さらにそもそも関東軍 の制圧下で行われた土地「買収」
行為への現地住民の怨念や不信感 を醸成 してきたであろう状況 とい う点への配慮であろう。こデした論点 を含
めて、中国社会科学院近代史研究所『 日本侵華七十年史』中国社会科学出版社、1992年 を逸することはできな
い。 この標準的 な中国の概説書には「東北経済 の全面統制」の項で、一「交通運輸 の統一的経営」
、二「採鉱、
冶金業開発」
、三「金融機構 の改組」と並んで四「移民、土地及び農業略奪」が挙 げられて、 日本 の原資料 にも
依拠 しつつ、満蒙開拓が強奪的色彩 を濃厚にしてい る ことを鮮明 にしている (同 、587頁 以下)。
前掲、『拓魂』
。
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規模 であった。 だか ら農家 1戸 当た り耕作面積 は田 0.3反 、畑 3.7反 で合 わせて 4反 程度 であっ
た。
これでは とうて い更生 で きる条件 がなかった とい うほかないで あ ろう。村助役板谷壮 吉 は 1941
年 7月 末 か ら 8月 にか けて満州奉仕隊 に参加 し、 その見間 を村人 たちに広める ことになった。 そ
れは彼 が 自覚 して いた ように、 また上 に も述 べ て きた通 り、貧 しい この村 を何 とか更生 させた い
との願 いか らの ものであった。開拓青少年義勇軍 にはすでに この村 か ら 1938年 以来、毎年参加者
が いたのである。 むろん県軍事厚生課拓務係 や竜山開拓団 の矢崎秀一 団長 (磐 田郡福 田村 )ら か
らの勧誘 もあった。
矢崎 のその後 の回想

*27に

よれば、彼 の担 った竜山地 区 よりも中川根開拓団 の套保 (現・到保 )・

周家 白昭地 区が裕福 で あ った として い る。竜 山地 区 は廃屋 も多 く、非常 に貧乏村 に考 えられて い
た、 と。酪農 を主体 として村 づ くりが可能 なアルカ リ質 の砂地 で草原湿地帯 で もあった とい う。
筆者 が現地 に見 る限 り、た しか にその判断 は正 しい ように思われた。 この集団移民 の組織化 のた
めに村 は「 中川根村興郷会」 を組織 した。実際、応援隊 で作業 にも加わ った田端修 の回想 で も、
こうりゃん、 ポー ミー (包米 )、 豆類、野菜類 がすば らし く生産で きた ことが述 べ られてい る。
板谷 の帰村後 4ヶ 月 ほ どたつた 42年 1月 下旬 にはこの「興郷会」の組織化 と分村計画 とが村会
で検討 されてい る。決定 は 2月 14日 の村会 であった。 2月 4日 、県庁 での打 ち合 わせ を通 じて、
分村計画遂行 を決定 し、11日 以降、翼賛壮年団協議会 で も分村 の検討 が行われ、映画会、矢崎団
長 の講演会等 が各学校単位 ごとに実施 されて い つた。27日 、先遣隊 24名 が 内地 の訓練所 に入所
し、 3月 9日 基幹先遣隊 4名 が渡満 し、 4月 200日 先遣隊 24家 族 が 出発 してい る。 2月 15日 決
定 の開拓団編成計画書 で もこの村 が貧 し く、 1人 当た り 4合 の米 を 1日 に要す る として、年間

8,700石 余 を必要 とす るのに、 この村 での生産量 はわずか に 474石 で 1か 月 の需用量 に も達 して
いない ことが強調 されて い る。
重要な産物 で ある製茶 について も、戦時下の労働力不足 が制約 となってい る。 こうして全 農家
戸数 1.25戸 か ら 300戸 を満州開拓 団 に組織 す る とい う遠大 な計画 となった。つ まりこの村戸数 の

3分 の 1で あ り、家族人員 としては 1,450名 、42年 の 11月 の人 口 7,356名 のほぼ 2割 であつた。
送出人員 の財産 は村全体 で有効 な配分 を行 い、負債 は 自作農創設維持資金や負債整理組合法 によ
る整理 を村 の責任 で遂行す る とい うのである。実際 には 1946年 時点 での数字 で川根開拓団総員 は

617名 と記録 されてい るので、 日標 の 43%と い う ことになる。計画 は計画であ つて、現実 には 目
標通 りの人員 が集 まらず、現地 か らは矢の催促 が しばしば行 われ て いた。 もっ とも順調 に事態 が
*27矢 崎秀 一 「竜 山開拓史実録」矢崎編 『春光 満州開拓竜 山』 1977年 。本書 は寺 田ふ さ子氏 の寄贈 をえた。
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推移 したわ けではない。団長 となった人が応召 を余儀 な くされた り、幹部 の事前訓練 に余裕 がな
く、現地 に近 いハ ル ビンでの訓練 に任 された りとい ったた ぐいの ことが それである。

応召 と中川根開拓団 の組織崩壊

この套保地 区 は当時、自城子 まで列車 で約 45分 、新京 (長 春 )

まで 12時 間 を要 した、東経 123度 7分 、北緯 45度 31分 のち ょう ど日本列島 の北海道 の あた りと
い うことになろう。もっ とも年間降雨量 は 200ミ リ、冬季 はマ イナ ス 33度 とい った乾燥地帯 で寒
冷地。農繁期 は夏季 に集中 し、 しか も高緯度 のために、 日照時間 も長 く、 ともすれば睡眠時 間が
少な くな りが ち とい うほ ど、生産性 も高 い、とリポー トされて い る。土地の広 さは約 1万 3,000へ
クタール。入植 300戸 として、 1戸 あた り 25ヘ クタール の配分 が期待 され、残余 は共同経営 に当
てる とい った 内容 で ある。 しか も河川 に沿 った地域であった ことか ら稲作 の水田を維持 で きた。
これは うえに示 した母村 の現実 とは打 って代わ って水田を持 ちた い と願 って きた 山村 の人々 に期
待感 を持 たせ る ことになったで あろう。この点 では、
福 田開拓 団 のよ うな専 ら牧草地 と畑作 とい っ
た状況 とは異 なって い る。 だか ら開拓 団長板谷壮吉 の 1942年 6月 の中川根村 にあてた
「開拓地状
況報告」にも、「竜江省 の穀倉 と云われ る所 で、アル カ リ地帯 とは云 うものの、農業状態 は一番良
い所 と思われ ます。羊草

(当

時 の開拓団 での呼称、中国では野 草 と呼 ばれ る羊 の牧草 となるササ

の葉 )地 帯 は兎 に角、畑地 の草類 はなかなか勢 い良 く伸 び ます」 と記 したので あろう。入植 当初
は、現地 の農法 を学 ぶた めに、現地人 を雇 い入れて、学 んだ。初年度 は団経営 で作業 を取 り組 ん
で い る。また大西林平の報告 による と、
現地 に入植 した前後 には反 日的姿勢 を感 じることはなかっ
た ものの、 1945年 1月 には洸児河畔の河原 に「東洋小鬼」 とい う落書 きが見 られ、そ こに現地住
民の本音 を見 るべ きであったろ うと『あ ゝ拓魂』 に記載 されて い る。 しか し この よ うに馬、豚、
鶏 の飼養、大豆 も麦 も、米 もそ して大根、南瓜 もと生産 に意欲 を持 ち うるかに見 えた開拓地 であっ
て も、 目標 の戸数 を実現す る こ とは容易 で はなかった。冬 にはウイズ

(ア

シ)の 刈 り取 りが重要

で あった。洸児河で採取す るのが この地 の生活であった。 これは炊事用 と採暖用 として活用 され
たか らである。

1943年 度 の報告 を紹介 しよう。いわ く、
「当初 の部落設置計画 では、後棉 二五戸、前棉五戸、一
裸樹 25戸 、好門昭二 〇戸、風水 山一五戸、計九〇戸 の計画 で あったが、期待 に反 して入植者 の数
がへ ったため、五部落編成 を中止 し新 たに一裸樹、東風水 山を加 えて四部落 とし、前棉 は農耕者
を減 らして逐次本部部落 の形 を整 えてい くこ とになった」 としてい る。 そればか りではない。 自
城子 (現・ 自城市 )に は電気 が敷 かれていたが、 この地 には期待 で きず、夜間 はラ ンプ生活 で あ
り、母村 で もすでに 1924年 には電灯 が灯 っていたか ら、若 い世代 には抵抗 が あったろう。食事 は
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雑穀、 つ ま りこうりゃん、粟、キ ビ、包米、小麦等 の混炊 で あ った。副食 の肉類 は主 として 自給
豚肉、自給味噌類 な ど。保健衛 生面で は開拓団村 には当初、医療施設 はな く医師 もいなかったが、
自城子 の満鉄病院 に依存 した。 1943年 によ うや く診療所 が 開設 された。

1944年 末 ともなれば、応召者 が 開拓団 で も相次 いだ。ついに 44年 5月 初旬 には板谷壮吉団長、
また翌 年 5月 末 には中野幸逸団長代 理 まで応 召 したのである。つ ま り最後 には 40才 以下 の男子 は
皆応召 した とい つて よい とい う。 こうしてい よい よ「労働力 の不足 が身 にしみると共 に不安感 が
加わ った」。45年 7月 の兵員動員 によって、本部 は 2人 の指導員 と 2、 3の 団員「のみ とな り指導
体制 は崩れ て しまった」。 じつさい、『あ ゝ拓魂』に記載 されて い る「最後 の部落編成」によって、
計算す る と、135世 帯 の うち、応召者数 は 53世 帯、40%に 及 んで い る。これは具体的 には 16世 帯
の うち 10世 帯、一裸樹 の部落 の ように、 もはや生産 組織 としての姿 を とどめる ことさ え困難 に
陥 ったのである。

満州武装移民 とソ連 の参戦

1945年

8月 9日 、旧 ソ連 は トルーマ ン米大統領 らとの、ヤル タ会

談 での協議 によ り、 日ソ中立条約 を破棄 し、「満州 」 に、軍 を出動 し、侵攻 に及 んだ。 ところが、
当時、すで に敗色 の決定的 であつた沖縄戦 にまで「 関東軍」 の精鋭部隊 を派遣 していたために、
とうてい抗す る軍事力 は「満州」 に存在 してい なかった

*28。

スタ̲リ ン らソ連指導部 には、 アメ

リカ とともに占領後 の 日本 を東西分割 して米 ソを軸 として支配す る とい う目論見 さえあつた。 ま
たアメ リカ側 として も何 として も日本 占領後 の主導権 を確保 した い ところで あ って、 ソ連 の参戦
を促す一 方 で、 6日 には「新 型爆弾」 (原 子爆弾 )の 投下 を広島に実行 し、 さらには 9日 、長崎 に
もそれを繰 り返 したのである。「満州」に侵攻 に及 んだ ソ連軍 は破竹の勢 いで進軍 し、 ほ とん ど武
装力 を持 ち得 ない在満 日本 人 の混乱 と逃避行 での無残 な多数 の悲劇 をもた らした。 まさにわず か
とはい え「武装」 した開拓 団村 の 日本人 の逃避行 は、中国人 に恐怖 を与 える一 方、彼 らの故地の
田畑 を奪 われてきた ことへ の憎 しみ も手伝 つて、一部 には逃避 日本人 へ の復讐行動 に出 る者 も少
な くなかった。他方、 ソ連軍 の進撃 に怯 えた 日本人 は集団自決 や、足手 まとい となった幼児、病
人 の多数 を置 き去 りにす るな どの悲劇 を生んだ。 もっ とも何物 に も代 えがた いいのちのため に、
わが子 を中国人 に譲 った り、女性 が ソ連軍 に犠牲 となった り、あ るい は戦時国際法 にも反す るソ
連 による抑留 と強制労働 のためいのちを落 とすな ど、様 々の事件 が発 生 した。

"28ボ リス・ スラヴ ィンス キー 『考証 日ソ中立条約』岩波書店、 1996年 、 アーサー・ コンテ 『ヤル タ会談』サイマ
ル 出版会、 1996年 参照。
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4

満州開拓村 の 現場

「満州」移民 の現場 ― その過去 と現在

筆者 は 1996年 6月 上・中旬 に、上 に述 べ た ように福 田

開拓団 の村 々が現在 どの よ うな姿 をして い るか を とらえるために、開拓団経験者 の案内で探訪 し
た。 そ こか ら感 じた ことの一端 を以 下 に述 べ る ことで、開拓 団 の現場 が どの よ うな ものであった
か を考 えてみた い。
第 2次 世界大戦 が終結 して、半世紀。昭和恐 荒が この福 田町に も大 きな爪跡 を残 し、特 に恐慌
か ら戦争 へ の道 で、多 くの人 々が満蒙開拓団 に送 り出されて い った。筆者 は 1996年 6月 、福 田開
拓団 の一員 として、渡航経験 の ある寺 田ふ さ子 (磐 田市城 之崎在住、在満国民学校教師 を勤 め、
父政雄氏 が犠牲者 となった)と 、当時、寺 田の教 え子であった鈴木実夫妻 (福 田町福 田在住 )に
同行 して、福 田開拓 団 の暮 らした 中国吉林省竜 山、 自城市 な どを、訪 ねた。現在鎮南 の中国全土
に種羊 を供給す る模範放牧場 で ある吉林省種羊場 となっている、開拓団村 は、音 の痕跡 をほ とん
どとどめてい るわ けで はなかった *29。 この地 で朝早 く、市場 を見 て歩 いたが、いかに も放 牧 を日
常 とす る人々の生活 を反映 しての食 肉や、衣料 品 が売 られて いたのには、 この地 が モ ンゴルに近
い こ とをあ らためて印象 づ けられたほ どで あ った。
そ もそ も福 田の開拓団 はほ とん ど農民 ではなかった。戦争下、月J珍・ コール テ ンの本場 として
発展 した歴史 ある位 置 を占めていた福 田である。 しか し国 は綿花 の輸入 を規制 し、少 しで もその
外貨資金 を重要物資調達 に充 て よ う として、織物業家 に、原糸 の割 り当てを行 わず、業種転換 を
指導 し、 その一環 として、満蒙開拓 団 に組織 した。 むろん仲買業者 も不要 となったか ら、 これ ら
の人 たちか らも、動員 されてい った。実際、寺田ふ さ子 の父・ 寺田政雄 は織物商人 であった。
さて地域 の概況 は次 の通 りである。開拓団の地域 は今 も畑作 と放牧 の実 りを感 じさせ る豊かな
ところで あった。 ここを離 れ る と、全 くのアルカ リ質 の上で、荒れ地 としか表現 で きない土地柄
である。 そのす ぐ東 には中川根開拓団 の土地 がひろが っていた。 みるか らに この地 を除 けばや は
り荒れ地 とい う状況 で あった。
『静岡県史資料編近現代

5』

で東北部「満州」 の牡丹江 と松花江 が合流 し、旧 ソ満国境 の極 め

て近 くにあった三江省佳木斯 に近 い「静 岡村」 が 県民 を開拓団 に吸 い寄 せ る絶好 の優良 な地 とし
て、幻灯機 を使 うな どして当時 も紹介 されていた資料 を掲載 して い る。 この地 はす ぐ近 くに麻 山
事件 で知 られる開拓団 の逃避行 で全員相互 に殺 し合 い をして、 自滅 した場所 とも近 い。 つ まり開
お
29調 査の際 に、受け取 った牧場 の概要説明「吉林省鎮南種羊場簡介 1996年 4月 5日 による
」
。
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拓団村 の多 くが現地 の優良地域 を占拠 していた とい う ことで ある。確 かに開拓 で汗水垂 らして頑
張 った多 くの人 々の経験談 もあるが、同時 に当時 の資料 で も日本の開拓政策が現地の優良地の確
保 を行 って いた ことも事実であった。
また開拓地 の確保 に関 しては、中川根町 の高木悦朗 が 回想す るように*30、 満州拓殖公社 が現地
の人 々か ら、安価 に土地 を買 い上 げ、場合 によれば、接収 な どの強制 を伴 って展開 された。生活
つづ り方運動で静 岡警察 に検挙 された高木 は教員 を辞 めさせ られた後、 当時満州拓殖公社 に勤務
していた。 しか も土地 買収 を始 め として、 それ らは軍事力 を背景 にした ものであ り、現地 の人 々
に とってはいわば容赦 な く取 り上 げ られた と認識 されて も不思議 で はない。拓務省 が既耕地 を主
として開拓 団村 とした ことを記録 して い るのはそ うしたあた りの ことを指 して い る。 また 日常生
活 で は当時「満人」 (現 実 には圧倒的 に少数派 の満州族 ではな く、漢族)と 呼 んだ人々 と同居 した
り、苦力 として使用 して、決 して非友好的 ではなかったわ けではない と、回想 される場合 が多 い
のは、背景 に軍事力、通常 では開拓 団 その ものが武力 を保有す る集団で あ つて見 れば、外見的 に
は中国 の人々 といか に も「友好 」的 に接触 して いた と感 じた として も、中国人 か らはやむを得 な
い ところで あ ったろう。
ところで 自 城 駅

(当

時 は自城子 と呼称 )は 、長春 か ら鉄道 で約 300キ ロの西北 に位置 して、旧

ソ満国境 にもそれ程遠 くない、お よそ 20キ ロ も走 れば内モ ンゴルに連 なる土地で、いかに も砂漠
化 して い る地帯 とい う観 を示 していた。 だか ら白城 の駅 に降 り立 った とき、町が全体 として「満
州」特有 の柳条 の 白い毛 が舞 い、 自っぽい砂 におおわれて い るかの ように感 じた。家 並み もそ う
した色合 いで あつた。自城 の駅 は当時 も現在 も長 春 と同駅 を結 ぶ鉄道路線 と、旧 ソ満国境 近 くの
チチハ ル (斉 々吟爾 )と 四平 を結 ぶ路線 (平斉線 )の 交叉す る交通の要衝である。 自城 か ら北 に
上 るチチハ ルに向か う平斉線 の次 の駅鎮東 (当 時 は竜 山 信号所 で あ った)が 開拓 団 の土地である。
ここまでの道 の りは現在 な らば、 日本 か ら大連 に飛行機 で 2時 間半 ほ ど飛 び、大連 か ら長春 まで
約 8時 間、長春 か ら西北 に鉄道線 の長 白線

(当

時 の 日本支配下 では長春 の名称 である「新京」 を

とって京 白線 といつた)を 乗 り継 いで 4時 間 ほどの計

14、

5時 間 か ら 20時 間 で到着 で きる。 しか

し当時 は山 口県下関 を経 由 して船 で朝鮮北部 の「満州」 との国境近 くの清 津 に渡 り、 さらに鉄道
線 で安東 を経 て長春経 由 とい うことなので、 1週 間余 りの行程 で あ つた。 また 旧 ソ連 との国境 に
も近 い ところで もあった。 そのために ごたぶんにもれず、 日本 の敗北前後 にはソ連軍 の攻撃 を受
け、決死 の逃避行 が行 われた。それ は 1945年 8月 18日 か ら 25日 までに及 び、手元 の資料 では小
銃 50丁 、手相弾 15個 、手刀 を男女 の大人 が 1丁 ず つ携帯 した、とい ういで立 ちであった。468名
*30高 木悦朗氏 の 1994年 8月 の証言 による。
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の うち 78柱 は非業 の死 を迎 えねばな らなかった (犠 牲率約 17%)。 隣接 した開拓 団 とはい え、套
保 (到 保 )近辺 に入植 して いた川根開拓 団の場合 は、新京 (長 春 )白 城間 の鉄道線 に近 かった こ
ともあ り、200メ ー トル の洸児河鉄橋 を渡 って舎 力 までの 20キ ロほどの行進 を行 って、とくに襲
撃 を受 ける ことな く、鉄道線 にた どり着 いて新京 に向 か う こ とがで きた。団が列車 に乗車 したの
は 8月 14日 、新京着 は 17日 で あ った。46年 8月 7日 藩 陽 に到着 して い る。22日 には日本 に向
けて藩陽 を出て い る。 この点、福田の場合 は、平斉線沿 いであったために、逃避行 の悲劇 を生 む
ことになったのである。

全国 に先駆 けた静岡の青少年義勇軍送出

満蒙開拓政策 が 目標 とした 100万 戸 500万 人 移住 は

とうてい達成 され る状況 ではなかった。根本的 には生 まれ育 った郷 上 を後 にして、 しか も北辺 の
守 りを兼 ねた いわば屯田兵政策 であることが、 そして見ず知 らずの満州 に飛 び出す こ との難 しさ
が あ った。そ こで その不足 を穴埋 めす るかの ように取 り組 まれたのが、16才 か ら 19才 前後 の小学
校 を終 えた青少年 を満州 に動員す る ことであった。加藤完治 の下 で茨城県友部 と、内原訓練所 を
基幹 として 3ヶ 月程度 の訓練 を経 て、派遣 されてい ったわ けである。 ここでの 日輪兵舎 と呼 ばれ
る建 物 や独特 の体操、開墾訓練等 は青少年 を満州 に旅 立 つ決意 を固 めさせた。
「君たちは軍服 こそ
着 ないが、国軍 としての精神 を持 つ国士である誇 りを持 って移民 の大業 を達成 されん ことを祈 る」
といった言葉 を後 にして、 かれ らは「新天地」 に旅立 ったので ある。 ソ連 の町 の光 が見 えるソ満
国境沿 いの土地 に動員 され、 これ は関東軍 さえ守備す る場 所 ではなかった。先輩 が村 に帰 って き
て、青少年 に誇 らしげに現地 の様子 を伝 え、勧誘が行われ た り、小学校教員が積極的 にクラスご
とに、参加呼 びかけを図 って きたおか げであろう。1942年 11月 8日 、中川根村 は村民 に対 して、
青少年義勇軍募集 を呼 び掛 けた。すでに 39年 に 2名 、41年 1名 、42年 4月 4名 の送出を行 って
きたが、分村 の「中堅人物」として期待 され るべ き人 材 として、毎年 20名 の送出を図 りた い とす
るもので あ った。16才 以上 19才 までの国民学校初等科終了、父兄の承諾 を得 た者 を対象 としてい
た。内地訓練 は茨城県 の内原 で 3か 月間、母村 出発 の壮行式 は学校 で開催 し、郡教育会 か ら餞別
として 15円 、役場 か らは訓練服代 として 10円 を贈 与 し、訓練服 は衣料切符 な しで斡旋 す る、戦
闘帽 は県 か ら贈呈す るな どの「特典」を与 えた。現地訓練所 では 46年 春 まで、 その後 に分村 に配
置 とい った 内容 で あるが、 じっさい、第 1回 選考 で は 5名 を応 募 させ 5名 合格 (実 際 の参加 は 4
名 )と した とい う記述が 43年 1月 の第 2回 選考文書 に出て くるか ら、 そ もそ も送 出 はそれ程容易
で はなか った と推察 され る。 しか もこの第 2回 募集 の文書 で は陸軍谷萩報道官 の「死 一 歩手前迄
行 かざれば勝利 を得 る ことが 出来 ない」 とい う悲壮感 に満 ちた言葉 さえ引用 されて い る ことか ら
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明 らかなように、 また「本年度高等科卒業児童 お よび二 〇才未満 の青少年」 と対象 を微妙 に 1年
引 き上 げ、 しか も「一 〇町歩 の土地」、「義勇軍 は幼年学校 と農学校 を一緒 にせ る如 き内容 を有す
る」、
「物資優先配給 」 と今 さらの ように、 その有不Uさ を宣伝 しての内容 を持 ってい る ところに、
深刻 な募集難 をかん じさせてあま りある。 こうして第 2回 では 6名 で あ り、結果 として本年合格
者 は 10名 と目標 の半分 で あ った (2月 8日 の文書 による)。 43年 2月 の第 3次 募集 に当たって も、

20名 の 目標確保 のために各部落会 1名 以上 の応募 を図 らせ るようとの指示 が 出 されて い る。こう
して故郷 を後 にした義勇軍 は 39年 2名 、41年 3名 、42年 4名 、43年 10名 、44年 10名 とい う実
績 に見 るように全体 として も目標 の半分前後 に止 まった (全 国 目標 として も 38年 か ら 42年 で 9
万 4,800名 、実績 は 6万 4,000名 、68%)。 さて義勇軍 に対応す る大陸花嫁 の政策 として展開 され
た「 開拓女塾」 へ の送出では、川根 の場合、竜 山女塾 に属 して いて、 8名 が関係 してい る。 その
うち渡満時の出身 で 中川根 が 3名 、本川根 が 2名 、島田市 が 2名 、東京 が 1名 で あった。義勇軍
以上 に人 員確保 が困難 をきわめて ことは この数字 に明 らかであろう。年齢的 には 16才 か ら 23才
前後 で あ った。

5

静岡県の満蒙開拓青少年義勇軍事例

義勇軍植松中隊 の苦難

『あ ゝ清渓 一 ある開拓少年義勇軍 の記録』 (同 編集委員会、 1968年 )に

よって、静岡県 の少年義勇軍 の送出が全国的 に最初 で あ った ことを含 めて、少 し述 べ てお こう。
元教員 の植松貞治 を中隊長 とす る一 隊 が構成員 297人 で寧安訓練所 で 1940年 6月 25日 に訓練 を
「清渓
開始 して、東安省饒河 に入植 したのが 43年 5月 であつた。訓練終了後、入植地名 をとって
義勇隊開拓団」と称 した。 この ように静岡県で単独 に組織 された義勇軍郷土 中隊 は 9個 、2,000人
に達 した。清渓 はウス リー江 を挟 んで ソ連 と接 してい る土地である。 このほかに静岡県 か ら送 出
された義勇軍 は 284人 で あ り、九中隊 で敗戦時 の犠牲者数 は推計 で 400か ら 500人程度 とされ る。
この規模 は全 国のお よそ 3%程 度 に達す る。植松 中隊 は第 一小隊 が富 士郡単独 で、61人 、第 二小
隊 が沼津 か ら駿東、田方、賀茂郡等 の伊 豆で組織 され、58人 、第 二 は清水市 を中心 とした 59人 、
第 四は中遠地方 の 64人 、第五 は浜松 を中心 として 65人 の合計 307人 か らなっていた。
彼 らは牡丹江省 の東京城 近辺 の寧安訓練所 での訓練 を受 けたが、『記録』では率直 に関東軍 の特
別演習 にあって、除草期 に軍 の協力員 として大量 の人員 が引 き裂 かれ、農作業 が 困難 に陥 った こ
と、同時 に歩 I13の ほかに軍事 のための手伝 い として城子溝 での苦 しい協力 を求 められた こと、訓
練所 では月給 3円 が現金 で はな く、 日用品等 を購入 した残額 を個人 の貯金 に積 み立て られ る形式
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が取 られた とし (1人 平均毎月 1円 の購入 )、 人 によっては購入物資 を「満人部落」に持 ってゆき、
酒、 タバ コ、月餅 に代 えた りした。居住 した建 物 の状況 は質 が悪 く、粗末 な状況 であって、訓練
所側 の 目標 の 1割 程度 の内容 しか達成 で きて い ない始末 で あ った こと、 日常生活では トラブルに
類 す る喧嘩 が絶 えず、小隊長 を困 らせ る ことが しばしばあった。
開拓団での作業 も生産性 が高 い場所 であ り、 それは既墾地 300町 歩、未墾地 900町歩、 その他
牧草地 な どとい う事実 を反映 して い るだ ろ う。開拓 2年 目に入 ると日本軍 の命令 で「有無 を言わ
せ ず強制的 に」、「国境 の治安 と国防 の必要 か ら」、
「内国移民 」 の形 で移動 させ られた り、関東軍
よ りも 20キ ロ も前線 に配置 されて い る ことへ の不安 が絶 えず あ つた ことが述 べ られて い る。 ま
た、45年 8月 8日 を過 ぎると、周辺 には関東軍 が一切存在 せ ず、その中で ソ連軍 の攻撃 を受 けね
ばな らなかった こと、 こうして饒河 の 日本人 500は 不幸 にして全滅 させ られた ことな どが、多数
の個人 の回想的文章 で綴 られて い る。 それだけに個性的 な表 現 を通 して リア リテ ィを感 じさせ る
表現 を読 み とることがで きる。 また上 にあげた開拓団員の給与の方法 が あた か も朝鮮人強制連行
による強制労働 と極 めて似 ていて、 その場合 も「給与」 は支払われたのではな く、郵便貯金「規
約貯金」 とされ最後 まで受 け取 る ことはで きず、戦後 も未払 いのままとい う証言がある*31。
静岡県が戦後発表 した全 国 の送出開拓団、義勇軍、報国農場 、開拓女塾 の団数 は 1150、 戸数 10
万

1,734、

人員 24万 1,428人 とされ るが、少年義勇軍 に関す るその後 の補正 調査 では 10万 人 を超

してい ると見 られ るので、合計 で は 30万 人余 とい う。静 岡県 の送 出状況 は、開拓 団数 は 10、 人員

4,453人 、義勇軍 は県単独 と混成 を入れて約 3,000人 、 こうして開拓団では全 国 12位 、義勇軍 で
は全 国 6位 と推定 されて い る。 この推定 で も分か るとお り、青少年義勇軍 の全国 に先駆 けた送出
に も知 られ るように、開拓団 の送 出 に比 して、義勇軍 の位置 は高 い ようで ある (表 ‑2参 照 )。

満蒙開拓 とは人々に とっていったい何 であったのか

以上、静岡県 の開拓 団送 出状況 の幾 つか

を見 て きたが、 ここでその特徴 に関 して まとめてお こう。第 1に 中川根 に典型的 であるが、農村
の不況 と停滞 の中で、 その活性化 の方途 を失 い勝 ちであった村 々に とって、 いわばその起死回生
策 として、 この政策 が実施 されたので あったが、 しか しなが らそれに もかかわ らず、母村 の活性
化 が達成 され るとい った甘 い ものではなかった。同時 に開拓団側 に とって も団の解散 を余儀 な く

"31̲韓 国人成興植

(ソ ンフンシ)の 回想によれば、かれは軍属 として韓国か ら「満州」 に連行 され、働 いた「賃
金」は「愛国貯金」などの形で貯蓄 を強制 され、かつ戦後半世紀 を経 て もついに未払 い状態 であった (「 戦後補
償 を考 える静岡市民公聴会」
第 3回 、1995年 12月 6日 静岡、 7日 沼津、 8日 浜松、9日 焼津 の 5会 場 で開催)。
証言 のあらましは「戦後補償 を考 えるⅣアジア諸国民 の怒 り忘れ られていない 日本軍の侵略」
「 V」 の第 4回 、
第 5回 (1996、 97年 )に それぞれ収録。 こうした諸問題の全般的検討 としては、西成田豊『在 日朝鮮人の「世
界」 と「帝国」 日本』東京大学出版会、1987年 を参照されたい。
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された ことか らして、成果 が あ つた とは とうて い言 いがた いので ある。 このような分村移民 の形
態 は、駿東郡原里村 (御 殿場市 )の 山村 の ような所 で も起 きた事態 であった。 つ まり養蚕業等 を
中心 として営 まれていた この地の生活 が、昭和恐慌 の嵐 の中で、維持困難 となって、満州 に飛 び
出 したので ある*32。 第 2に は福 田開拓 団 に知 られ るように、 もともと別珍、 コール テ ンの ような
綿織物 工業 で特化 していた ところでは、戦時体制化 の下 で、綿花供給 の制限 によって綿糸・ 綿布
生産 の困難 ない し廃業 に追 い込 まれた分野 での人 々の生 き延 びる道 として余儀 な く用意 されたの
が開拓 で あ った とい う事実の深刻 さである。 それ は人々のそれ までに達成 して きた成果 や技術 を
一切放棄 して異分野である農業 に取 り組 む困難 が、異郷 の地・ 満州 で ある ことか ら一 層倍加 も三
倍加 もす る状況 を生 んだばか りか、
最後 にはその満州 での活動 その ものす ら破壊 を余儀 な くされ、
かつ逃避行 に示 され る危険負担 を一 身 に背負 い込 まされた とい う事実 の重みである。 まさにその
意味 では各地 の開拓 団誌 が訴 えて い るように、 たんに日本軍国主義の尖兵 とか、侵略者 としての
加害性 の告発 だ けにされてはかなわない と言 う主張 の悲痛な叫び、 あるい は 自分 たちは国策 に誘
われて「五族協和」 とか、「王道楽土」を本気 で夢見 て きた ことは、 それ 自体誤 りとは言 えないの
ではないか とい った主張 に、その まま肯定 し得 ないが、それで もこうした政策 へ のオ ール タナティ
ヴ (代 案 )を 提起 し、 あるい は具体化 で きて こなかった ことの民衆 の側 の深刻 な危機 の問題 で も
ある。

静岡県海外協会 と植民政策

そ もそ も「満州」移民 の奨励 が実践 され る以 前 には、 1920年 代 の

政府 の施策 の 中で北海道移民 やブラジル、南洋移民 の奨励 が行 われ て きた。 それは当時 の農村社
会の行 き詰 まりや経済不安 の もとで、例 えば 1924年 (大 正 13)の 清浦奎吾内閣 の下 で設置 された
帝国経済会議 にお いて当時 の経済困難 を人 口問題 によるもの として捉 えて、国内で は北海道移住
と海外移民奨励策 が提起 されて いたのである*33。 1928年 5月 の「静岡県海外協会 の樺太移住者募

集」 によれば、樺太

(才 ハ リン)庁 が直営で植民地 を経営 してお り、 そ こへの移住者 を募集す る

とい う。7カ 年間無償 の 1戸 当た り5町 歩 とい う大 きな土地が準備 される。開墾が完成 してから、
無償分与 とい う。農作物 は米 を除き、麦、馬鈴薯、牧草。移住資格 は農業 に耐える夫婦者 とその
家族。移住経費約 850円 のうち、500円 を補助、 1家 族当た り300円 の準備 を要請 している。牛馬
の購入経費 の半分 は樺太庁の補助 あ り。 こうした細々 とした支援 を受けて、樺太移住者が渡航す
るわけであるが、 これは
「満州」移民 とは相当に差 のある扱 いのように見 える。1930年 3月 の「北
=32『 御殿場市史』第 9巻 を参照。

■
33山 本義彦編前掲 『第一次世界大戦後経済社会政策資料集』全七巻参照。
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海道 自作農移住奨励 に関す る件通牒」 の場合 は、形態資金 200円 以上 を要 し、現地 で ある根室国
内では 10戸 を 1組 とす る自治的運営 が求 め られた。 この移住奨励 で も「満州」と同様 に、活動写
真等 の宣伝材料 が あ った。 1930年 9月 の「朝鮮不二 農村移住者募集 の件通牒」によれば、米 どこ
ろ、全羅群 山港 の近 隣 に存在す る不二農村 は 18県 か ら 2,424戸 移住、25か 村 の広大 な開墾 が果 た
されて い るとい う。そ して 31年 3月 にあ らためて 91戸 の営農者 を募集 した い とい うわ けである。
移住者 は入村 と同時 に、水 田 3町 歩、畑及 び宅地 1反 歩、住宅 1棟 が提供 され る。移住者 は 25年
間 に収益 中 1反 当た り約 25円 の支払 い を行 って後 に所有権 を獲得す る。配偶者 と家族同伴 が義務
づ けられて い る。この土地 を墳墓の地 として居住す る覚悟 を求 めて い る。500円 を携帯 して渡航 し、
表‑2

総人員

備 考
移民 の状況

帰還

死亡

単 独 開 拓 団 4,527

3,220

1,204

103

単独青年義勇隊 1,933

1,581

266

86

135

107

5

23

6.595

4.908

1,475

212

混成開拓 団等
総

(参 考)満 蒙開拓青少年義勇軍 と日本人

静岡県送出「満州」開拓民人員一覧表

計

6集 団
3集 合女塾
8集 団
71集 団

静岡県海外移住協会「静岡県海外移住史」昭和45年 により作成
(参 考)表 による移民戸数61,119戸 か ら1戸 当た り人員 を
2.85人 と仮定すれば (東 亜経済懇談会調査部編「昭和 17年
東亜経済要覧」の数値。昭和 15年 現在21,527戸 、61,392人 )、
全国的には約174,189人 が移民 した計算 にな り、
静岡県 はそ
の約3.8%を 占める こ とになる。なお青少年義勇軍 の全国送
出人員 は (参 考表)の ように64,138人 で あるか ら、静岡県
のその比 率 は3.0%で あ り、開拓団 の比率がやや高 い。

計画 (A)

実績 (B)

B/A

昭和 13年

30,000ノ て 20,149ノ て

67.2%

昭和 14年

30,000

10,818

36.1

昭和 15年

12,600

9,156

72.7

昭和 16年

12,000

12,411

103.4

昭和 17年

10,200

11,604

113.8

合 計

94,800

64.138

67.7

日本人移民 の状況 (昭 和 18年 12月 1日 現在)
団数 ;637 計画戸数 ;115,181
現在戸数 ;61,119(53.0%)
(資 料 :満 州移民史研究会 『 日本帝国主義
下 の満州移民』昭和 51年 、龍渓書舎 )。

渡航補助金 300円 は入村後 に支払われ る。「静岡県海外協会概況」 は 1934年 当時 の植民政策 の焦
点 が何 で あ ったかが よ くわか る。 ブラジル渡航 を奨励 し、 そのために植民講習 を県立 中泉農学校
その他 に開設 し、 ポル トガル語、 スペ イ ン語 の教育 が実施 され、 さらに来 るべ き「満州移民 」 を
意識 して「満州語」の教育 も開始 して い る。 1940年 1月 、静 岡県海外協会 は「英北 ボルネオ移住
勧誘映画会」 を県内各所 で 開催 して い る。映画、漫画映画等、親 しみやす い方法 での宣伝 につ と
めて い る*34。 1938年 にはすでに静 岡県 か ら 9家 族、70名 もの渡航 を記録 した とい う。1936年 前後
に静岡県東部地域 の社会大衆党 の闘志 で あった山崎剣 二 が司政長官 として渡航 したの も、ボル ネ
ォでぁった *35。 1940年 ころと推定 され る「静岡県海外協会 によるブラジル移民 の呼 びかけ」は、
お
34前 掲 『静岡県史資料編 近現代 5』
,35岩 田晶 『波瀾の南十字星
山崎剣 二 の一生 』三一 書房、 1994年 を参照。
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1908年 か ら開始 されたブラジル移民 はつい に この当時 で、20万 人 の規模 に達 した。すべ て定着的
移住 が特色 だ とされてい るが、考 えてみれば、故国 をはるか遠 くにして旅立 った集団 に とって、
帰国 は当然 あ り得 よ うはず もなかったのである。彼 らはコー ヒー耕地 の契約労働者 となるが、初
年度 で、100円 ない し 300円 程度 の純益 が獲得 され るとしてい る。 3,4年 もすれ ば、独立が可能
との ことで ある。「無肥料 で農作物 が 出来、租税 な ど極 めて少 く農業者 には理 想郷」と宣伝 してい
る。海外協会 は静 岡県が設立 した機関 の一つで あるが、拓務行政 の一環 であ り、1927年 に創設 さ
れた。静岡県 の海外移民 は、大 正 時代 まで は、ハ ワイ とアメ リカ本 上が主流であ り、 その後 はア
メ リカにお ける排 日移民法等 の事情 もあ り、 ブラジルヘ の移民 が多 くな り 1908年 (明 治 41)か ら

1941年 までの通算 33年 間 で 3,792人 に も上 った とい う。

6

周智郡森町の あ る青少年義勇軍体験者 の場合 (そ の 1)

満蒙開拓青少年義勇軍 の体験 を持 つ現在 の森町下間詰身代島 (旧 天方村下間詰身代島)出 身 の
藤川誠 一 は 1825年 (大 正 14)8月 28日 生 まれ、天方村立 問詰尋常高等小学校 を 1940年 (昭 和 15
年)3月 18日 に卒業 した。藤川 の満蒙開拓青少年義勇軍体験 を、1994年 6月 の聞 き取 りによって
記 してお こう。

農家 の貧 しさと出発

1940年

3月 30日 、小学校 を卒業 して直 ぐに内原訓練所 に出発 した。そ し

て満州 に渡 ったのは 1940年 6月 25日 頃 で あった。着 いた ところは当時 の牡丹江省 の寧安訓練所
であった。東京城 とい う所 か ら歩 いて寧安訓練所 へい つた。距離 はあの当時で一 日かかつた よう
で ある。 そ こまでの経路 としては、敦賀 か ら船 で清津 へ行 って、清津 か ら羅津 へ、 それか ら汽車
に乗 って東京城 まで。
だ いた い、静岡県 で編成 しただ けで 300人 で あ った。満蒙開拓青少年義勇軍 に行 くことを決め
たのは、尋常高等小学校高等科二 年 を卒業す る時分 で あ つた。次男坊 で、家 にいて もしようがな
い とい う ことで判断 した。満州 に行 くことになったのは、 とにか く宣伝 とか、満州 へ行 け・ 満州
へ行 けとい う時代 であつた。
まず は、学校 の先 生が勧 めた。次男坊 だったので、行 つてみ ようと決 めた。
作 も1
農業 を営んでいた藤川家 の経営状態 は、山間部 で あ つたか ら、面積 で 5反 半 くらい。イヽ
反半 くらい あ った。 つ まり全部 で、 6反 半。家族 は、七人、父・ 母、兄弟 は、当時二人、藤川 の
他 は家 を出て いた。 1人 は嫁 にい き、 もう 1人 の姉 は浜名郡 の方へ、女 中 に行 き、兄 は農業、妹
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は小学 生 とまだ小学校 に入 ってい な当時、今 と違 ってなかなか米 の収穫 はなかった。 1反 歩 で取
れてせいぜ い五俵 (約 2石 )程 度 だつた。 しか も 3反 は茶畑であった。米 を作 っていたのはせ い
ぜい 2反 歩、 だか ら米 の収穫 は全体 で 1石 半 となる。当時 の状況 ではこの あた りは貧 しかった。
今 とちが って現金収入 はなかった。 そ こで家 の者 は外 に働 きに出 て いた。

開拓団 に出か ける前 に、内原訓練所 にいたが、 ここは訓練 と開墾 ばか りをして い

内原訓練所

た。 そ してカロ
藤完治 の訓辞 もあった。カロ
藤完治 の近 くにはめったによれ るわ けで はなかった。加
藤 が見 えると、中隊 の行進中で も、す ぐに止 まって敬礼 をした。 ここで も毎 日がほ とん ど開墾、
訓練 で明 け暮れた。軍事教練 も多少 はや った ことを覚 えて い る。 日課 は起床 は 6時 ころ、学科 の
勉強 はや らなかった。開墾、共同炊事、そして就寝 は 9時 ころで あった。生活規律 は厳 しかった
と記憶 してい る。
その後、満

JJtl・

￨に 行 ったが、イヽ
学校 を終 えて間 もない頃 で、郷愁 を感 じると言 う こともなかった。

とい うの も、わ りあい同 じ年 かっ こうの人達 ばっか りだ ったか ら。中 には、郷愁 に悩 む人 もあっ
たけれ ども。

青少年義勇軍 の生活

敦賀 か ら船 で満州 に出発 した。団員達 は協力 しあって いて、友達関係 も

よか った。 5小 隊 とい うのは、 この辺では、周智郡・ 浜名郡・ 引佐郡 それ と浜松市の人たちが ま
とまって 5ガ ヽ
隊 が編成 されていた。周智郡 か らも 7か 8人 くらい行 った とお もう。満州 に着 いて
か らの こ とで、やっば り向 こうで も、農耕 とほ とん ど軍事教練 だった。朝 のラ ッパ の合図で 6時
ころ起床 して、主 として農耕 で植 えた ものは、大豆 0小 麦・燕麦だ った。野菜 で は、馬鈴薯・ キャ
ベ ツみたい な ものだった。気候や風土 で印象 に残 って い るのは、 まず、行 ってす ぐに、 まず一番
こまった ことは、水。 やっぱ り、水 に慣 れてい ないので、ア メーバ ー赤痢 に罹 った り。生水 を飲
んだ りす ると、 そ うい うこ とに気 をつ けた。藤り
￨￨も 、赤痢 とい う名前 まではいかなかったが 、 そ
￨￨は 、満州 に 6年 いたか ら、 シベ リアに
うい う名前 がつ く近 くまではい った。 す ぐに直 った。藤り

いて もアメーバ ー赤痢 に 2回 ばか りなったが、 自分 で どうにか直 した。
耕 した規模 は、ち ょっ と面積 ではわか らない。土地 には訓練所 の家 は建 ってあった。鉄線 で囲 っ
てあった。

開拓地 の状態

耕作地 は、特 には鉄線 が張 りめ ぐらしてはなかった、 ただあそこは、全部「満

人」が耕 した跡 が あ った (満 人 と称 されてい るが、多 くは漢民族や朝鮮族 )。 それ を、又、耕 しな
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お して、色 々蒔 いた。満州人 の部落 は土塀 を高 くして近 くに存在 していたけれ ども、 この人達 と
の付 き合 い はほ とん どなかった。夏、昼間 は、暑 い ほうは暑 いが、夜 は、涼 しくて、毛布 で も着
て寝 なけれ ばな らなかった。 そ して冬 は、 マ イナス 30度 か らマ イナス 35度 、寧安 は、 マ イナ ス

30度 くらい に下 が った。冬 は、全然畑仕事 は、出来 ないか ら、地面 が凍 っていた。少 しは柔 らか
いツン ドラだった。冬 は主 に、軍隊派遣 だった。直接軍隊 に行 って、兵隊 と一緒 に演習 をやった。
身分 は、青少年義勇隊 は義勇隊 として、 そ この部隊 に派遣 され る。農作業 は、 だ いた い、 い っぺ
んにまとまらないで、5小 隊 で も色 々家畜 の世話 をした り炊事当番 もある。小隊 の規模 は 59人 く
らい。 その中 に小 隊長・幹部 もいた。秋 も 10月 ころには とて も農作業 はで きない。春 になって氷
が溶 けて、30セ ンチメー トル程度 になってか ら、鍬 で土 を起 こして麦 をま く。5月 ころじゃなかっ
たか と思 う。
つ まり約半年 は農作業 がで きず、 そのあいだは軍事訓練 をしていた。寧安訓練所 を 3年 間で終
わって、虎頭 か ら饒河 まで 40里 あった、 それ を歩 いて饒河 の静渓開拓団へ入 ったのは 1943年 こ
ろの夏。だ いたい この 区間が 40里 あ り、そ こを歩 いて、向 こうまで行 った。45年 5月 までは、少
な くとも饒河開拓 団 にいた。静渓 は、静岡県 の開拓団である、植松 中隊。饒河開拓団 の耕作 は何
をや ったか。 だいた い同 じで、大豆・ 小麦・ 米 も作 った。今 の 日本 の米 と同 じような もの。 だ い
た い同 じような ものだった。饒河開拓団、 この地域 も物凄 く寒 い所 で冬 は寒 い。寒 い ときで マ イ
ナス 40度 ぐらい。夏 は、暑 い ときは、大変暑 い こともある。だ いた い牡丹江 のあた りも、同 じよ
うな ものであ った。冬 は、雪 が降 るのではな くて、上 が凍 る。雪 も降 るには降 るけれ ども。開拓
団 は、確 か に、 日頃 は、農耕 もや った。 しか し、武装訓練 もや らなければな らない。す ぐ国境 で
あったか ら、なお さらである。あの頃 の武装訓練 は、小銃 なんかはあるはあった と思 うけれ ども。
開拓 団へ入 ってか らは、 それほ ど軍事教練 はや らなかった。だ いた い、兵隊 か ら帰 つて きた幹部
の方々の指導 で………。
要す るに、一応、 日本軍や 日本政府 の 目的 は、中国 とソビエ トとの国境沿 い に開拓団 を置 くこ
とで関東軍 が手薄 になった ところを守 らせ る とい う目的が ある。 だか ら、満蒙開拓青少年義 勇軍
とい ういい方 をした り、武装移民 って い う言葉 を使 ってい る、軍隊 の補 い、補充兵 で あ り、 だか
ら、そうい う役割 を果 た させている とい う ことで ある。

森町長藤江誠作 の「送辞」

ここに紹介 してお きた い満蒙開拓 団出発 に際 してのはなむけの言

「送辞」が ある。1942年 3月 3日 の森町長藤江誠作 の ものである。少 し長 い けれ ども、状況 を
葉、
知 る上で貴 重であるので、敢 えて掲載す る。
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送辞
本 日周智郡教育会主催 二依 ル満蒙開拓青少年義勇軍 ノ壮行式 二臨 ミ、諸君 卜共 二其 ノ歓 ビヲ
分 ツノ光栄 ヲ得 ルハ、私 ノ最 モ欣 ビニ耐 ヘ ナイ処 デア リマ ス。殊 二今諸君 ノ凛然 タル姿 二接
シ心強 ク且 ツ又深 ク感激 シテヰル次第 デア リマ ス。諸君 ノ ゴ両親 モ亦此 ノ姿 ヲ眺 メテハ満蒙
ノ野 二送 ラン トスルニ、何 ノ躊躇逮巡 ヲモナサナ イデアラウ ト信 ズルノデア リマ ス。諸君 ハ
選バ ンタル戦 士 トシテ、今出発 セラ ンル ノデア リマ シテ、其行 タル ヤ、一細事 タル 自己保身
ノ為デナク、国 ノ需 メニ応 ズル ノデア リマ ス。諸君 ノ先輩 タル陸海軍将兵ハ 、一度国 ノ需 メ
ニ応 ズルヤ、我国独特 ノ見敵必殺 ノ戦法 ヲ、身 ヲ以テ実行 シ、世界戦史 二不滅 ノ大戦果 ヲ挙
ゲツツアルノデア リマ ス。此 レ独 り軍人 ノ ミナラズ、不幸、 ソ満国境 二戦雲急 ヲ告 グル トス
ンバ 、兵靖 ノ任 ハ其 ン諸君 ノ双肩 二懸 ルノデア リマ ス。事薮 二想 ヒヲ致 ス時、諸君 ノ任 ヤ、
重且大デア リマ ス。加藤完治先生 ハ深掘 ノ真理 ヲ解 カ ンテ居 リマス。諸君ハ能 ク此 ノ真意 ヲ
把握 シ、諸君 ノ身上 二、夫 々思 ヒヲ廻 ラシ、大和男子 トシテ念 々奮励努カ セ ラ ンムコ トフ希
ヒ、併 セ テ其 ノ行 ヲ感謝 シ、一 言御挨拶 申上 マ ス
昭和 17年 3月 3日
森町長

藤江誠作

ここに引用 したのは、 この送辞 に示 されてい るとお り、満 蒙開拓青少年義勇軍 とは
「 ソ満国境」
に戦乱 が生ず る場合、
兵靖任務 を帯 びることで あ り、
文字 どお り後方部隊 として機能す るところに
青少年義勇軍 の任務 が あ り、広 くは開拓 団 の任務 で もあった ことが分 るか らである。しか し果 た し
て「 選 バ ンタル戦 士」と持 ち上 げ られて も、実際 には諸資料 に充分 に知 られてい るとお り、予定 の
人員のか き集 めに苦労 して いたのが現実 だった はずであ り、 ここに言 うようなエ リー トとしての
「戦 士」な どとい う意識 が どの程度 の もので あ ったか は判然 とはしない。む しろ否定的材料 に事欠
かないで あろう。 とは言 え、兵靖 としての機能 を公 言 されて い る こ とに、この送辞 の意義 が ある。
しか し果 た して高等小学校 を終 えたばか りの子 どもたちにどの程度 の浸透 を見 せ るものかは即
断 を許 さないで あろう。何 よ りも 16歳 程度 の少年 には難 しす ぎる送辞 であ り、生活苦 の どん底 に
ある彼 らに とって、満蒙開拓 に旅立 つ こ とが、 いった い理屈 として戦争 のための兵靖 で ある と吹
き込 まれた として も、 それほ どの意味 をなさな い はずであった ろう。彼 らに とってはき ょうあす
の生活 の向上 が少 しで も実現す ること、 日ごろ夢見 て も実現 しそ うもない広 い耕作地 の確保、 そ
こに意義 を見 いだ して出か けたはずだったので ある。むろん支配体制 とはその よ うなあい まい性
を前提 としつつ、一定 の方向性 を与 えて起動す る ものであること、従 って、民衆 一人 一人 の主観 を
超 えた ところに、民衆 を引っ張 ってい くことにこそ、事 が らの意味 が与 えられて い るので あ ろ う。

‑29‑

経済研究 2巻 4号
開拓団村 と既耕地

この、饒河 の開拓 団 は、酷 い ことをい うよ うだが、「満人」が作 つていた も

のを没収 したってい えば没収 したそ うだ。家 もや っぱ り……。
榛原郡 中川根村 につい ての筆者 の以前 の調査 による聞 き取 りではお よそつ ぎの ような ことで
あった。開拓 が必要 と思 って、現地 に行 つてみる と、 なぜかす でに耕 されていた土地 をあてがわ
れた とい うので あ った。 ここに述 べ られてい る とお り、既耕地 の耕作 で、苦労 は思 ったほ ど多 く
はなかった。
その後、筆者 は 94年 の夏 にや は り満拓会社 に勤 めて いた人 に会 った。この人 は、もう、85歳 前
後 の高齢者 であつたが、戦前 に静 岡師範 を出た学校の先生 である (高 木悦郎氏 )。 昭和 の初 めに綴
り方教室運動 をして いた ことか ら、綴 り方事件 とい って、警察 が捕 まえて留置 された ことが ある。
それで、 しかたがないので、北海道大学 を卒業 した兄 の紹介 が あ って、満州 に行 った らいいだろ
う、 とい うわけで、満州 に行 って満拓公社 に入 った とい う ことで あ った。 日本政府 と満州政府 と
お金 を出 し合 つて、設立 された満拓会社 は、土地の買収、接収、 とにか く、土地の巻 き上 げを仕
事 として いた。 そ うい う仕事 をず う― とやつていた、 とい うことで あ った。
ところで、寧安訓練所 の所長 は、陸軍 中将 だつた。二・ 二六事件 の首謀者 の一人、 こう言 う と
ころには追放 された人達が配置 されて いたのであった。二・ 二 六事件 で追放 された中将、陸軍中
将・ 井上政吉 である。 この ような手法 はすでに大杉栄 の虐殺 に関 わつた甘粕正彦憲兵大尉 の「満
州映画社社長」 の場合 にも知 られてい る。 かれ は軍事裁判 で証拠不十分 による免訴 とな り、 その
後満州 に渡 ったのである。現在 で も長春電映制作廠 に、 かれの像 が残 されて い る。

対 ソ戦 への参加

徴兵検 査が 1944年 7月 にあ り、そ して、45年 5月 入隊。部隊 に入 ったのは第

367部 隊 といつた。守 った とい って も、期間 はないか ら、初年兵教育 で終 わつた。 3か 月 の初年兵
教育 を受 けて いたので、 それで ソ連 との開戦 になって また牡丹江 へ 出た、牡丹江 の街 のち ょっ と
外 れで、 1週 間 ほどロ シア軍 と戦闘 をや った。曲射砲部隊 に属 した。曲射砲 は、筒 が太 くつつ立 っ
ていて、上か ら弾丸 を落 とす と発射 され る。本部付 の歩兵砲 小隊。あそ こは、国境 だか ら、一番
先 にや られた と思 う。 そ うす る と、 その、牡丹江 で ロシア軍 との戦闘 で、 その時、命 を落 とした
ら帰 つて こられなか ったはずだ。

武装解除 とシベ リア生活

1945年 8月

15日 に牡丹江 を離れ て、唸爾浜 との 中間 くらい だった

と思 うが、 8月 16日 、 そ こで武装解除 された。 そ こか ら、捕虜 で、牡丹江 に 1か 月 くらいいた。
牡丹江 の糧株廠 (?)と い つて部隊 の馬 を置 いた ところへ。 それか らシベ リアヘ連れ ていかれた。
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45年 9月 に行 って、48年 9月 まで ……。 シベ リアの、 ソソヨ ッカ (黒 竜江省牡丹江 か らウス リー
江 に至 り、 ソ満国境 の地点。なお類似地名 としてス トノフカがあるが特定 で きない)に 一番先 に
入 った。 それか ら、転 々 とそ こらじゅうを連れ て いかれた。 ロシア軍 の直接 の捕虜だ ったか ら、
何時 で も、 自動小銃 をもって、後 を付 けられて いた。 それか ら 1人 で歩 くのにも自動小銃 を持 っ
て後 をつ けて くる。収容所 に入れ られてか ら、 まず、伐採労働 が多 かった。朝 は、 8時 ころか ら
晩 の 5時 ころまでだった。 それ も、 ノル マで。
大体 2メ ー トル の薪 を切 ってたか ら、 それ をノルマで 2立 方 で、 2メ ー トル の長 さの 1メ ー ト
ル の、高 さで、幅 1メ ー トル、 これだけが 1日 のノル マ。 1人 のノルマが それ も共同で 2〜 3人
グループで、 だか ら 2人 の場合 は、 4立 方・ 3人 の場合 は 6立 方であった。
労働 は、初 めはきつか った。第 一食 べ るものがないか ら、先ず春 は、草 の芽 が 出た ら、食 べ ら
れ るものはみんな採 って きてスープの中 に入れ て、具 をふや して、食 べ た。 ロシア兵 に 自動小 銃
を突 きつ けられて歩 くけれ ど、 日本兵 の中 には、脱走 をしようとした人 もい る。 2人 で脱走 を く
わだてて、 その収容所 の正 門 に立 っている歩哺 を殺 して、 自動小銃 を奪 って、隣 の収容所 へ行 っ
て同 じようにして 1丁 奪 って街 の近 くへ 出て、そ こで、ロ シア兵 とや り合 って、弾丸 がな くな り、
収容所 に連れ て来 られた………、身体 中穴 だ らけだったそ うだ。収容所 の門 の前 まで トラックで
来 て、足 で蹴 りたお して、落 として行 った とい う ことだった。 それ も、冬 だった。
牡丹江 での戦闘 をやった ときも、命 を落 とした人 が多 かった。
時計 か ら万年筆 ………。 それ は、 こうや って手 を挙 げて、 1人 が拳銃 を突 きつ けて、 1人 1人
身体 中全部 さ ぐる。それで、 日ぼ しい ものは全部 とられた。全部 そうやって取 るもので、時計 な
どはロ シア兵 の両方 のポケ ッ トにい っぱい入 っていた。命令違反 とい うか、ち ょっ とした ことで
も、 ロシアの兵隊 は程度 が低 いので、第 一 自分 の名前 も書 けない とい うような連 中が多 くいた。
〔日本 では学校 へ何年 くらい行 ったか〕 と聞 くか ら 8年 くらい行 った とい う と、 びっ くりして い
た。歯 ブラシな ど向 こうにはないので、珍 しが って、胸 のポケ ッ トに並 べ て指 して威張 って街 を
…… ち ょっ と話 にな らない ぐらいだった。 それで も相手 は武器 を持 っ
歩 いていた とも聞 いたが 。
てい るか ら、言 う こ とを聞 かな ければな らなかった。途中で捕虜 になってか らも、殺 された人が
か な りいた。今、思 えば、 よ く帰 って来れ た とい う こ とだ。
ノル マ は、他 の人 に私 の分 までや って もらった。そ うやってお互 い に助 け合 ってきた。 リンチ
とい うものは無 かったが、酷 い ときは、真冬 に ロー ダ ンが 回わ らん とい って、一 晩中、山に置 か
れた ときが あった。夜 です か ら、何 に も出来 ないので、 ただ火 を焚 いて、あたってい るだ け。だ
いた い一収容所 が千人単位 だか ら、私 のグループ は、50人 くらいだったか、それ で、所 々 に火 を
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焚 いては固 まって いた。それに ロシアの歩哺 も火 を焚 いてあたつてい るだけだった。真冬 だか ら、
雪 もずっ― と回 りにあ るが、火 を焚 くところだ け溶 けて、あ とはどんなに火 を焚 いて も溶 けない。
衣料品 なんかは、だ いた い 1着 で、 ロシアの兵隊 が着 たオオバ ー、 それ を支給 された。 それ を帰
国 した とき家 に持 って きた。
ところが、 もっ と、問題 になるのは、戦争 が終 わってか らで、死者が多 いのは、 シベ リアであ
るが、抑留 されて死 んで い る。 や は り、 た いていアメーバ ー赤痢 で ある。内地 か ら満州 に入 って
間 もない人たち は、 や は りそれだけの環境 に慣 れて いないか ら、水 と、 シベ リアヘ入 って、食 べ
物 にもよるが。 アメーバ ー赤痢 は、下痢 をして、 ち ょっ とひ どくなると 1日 に何十回 と下痢状態
になる。 シベ リアで は、赤痢 を病気 とは認 め られなかった。不注意 として処置 されるか ら、死 ん
で も仕方ない とい う ことになる。下痢 がひ どい。岡崎 の人 が、亡 くな ったが、 みんなで、埋葬 し
たが、 その人の身体 中 に、岨虫がわ いていた。

シベ リア抑留生活 か らの帰国以後

藤川氏 は、1948年 に日本 に帰 って来 た。それは、シベ リア

に抑留 されて、収容所 が、解放 のなん らかの判断 をして帰 して くれたのか。 どうい うことで あ う
か。 ロ シアの判断か らか、ひ とつの収容所全部 一緒 になって帰 って きた。 そのひ とつ の収容所千
人 くらいの規模 の帰国で あつた。 ルー トは、ナ ホ トカか ら舞鶴 に、山澄丸 に乗船 して、戻 って き
た。
帰国 してか ら、農業 を始めた。何 か手伝 お う と思 って、農業 や 山仕事 な どを手伝 っていた。 そ
れか ら、途 中で浜松 の会社 へ、勤 めにい った。1964年 ころか らの こと。 それか ら定年 までだ いた
い、20年 近 く浜松 の製紙会社 だつた。山仕事 では、伐採 とか い うその仕事 で……。 それは、山仕
事 をや っていて、その会社 が 山 を買 つて、その会社 の仕事 をして いて、その関係 で きて くれ とい っ
たので行 った。
戦後 はその土地 は、 あの 5反 歩 だ け、持 っていた土地 、あの土地 はそのままで維持 していた。
今 では米 は、「体験 の里 」に貸 してある。 お茶 も今度 で きるダムの関係 で、道 を広 くす るとい うこ
とでその近 くに家 の茶畑 が 2反 8畝 ほ どあつたが、す り鉢 みた い になっていたので、 4メ ー トル
くらい下 がって いたので、 そ この切 り割 りを採 った土で、県の方 で埋 めて くれ るとい う ことで、
お茶 の樹 をやめて埋 めて もらった。そ こは橋 の上側 で平 らになった ところ。今、思 えば、よ く帰 っ
て来 れた とい うことが実感 だ。
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7

周智郡 森町の あ る青少年義勇軍体験者 の場合 (そ の 2)

い ままた一人、満蒙 開拓青少年義勇軍 の体験 をもつW氏 (本 人 の希望 で特 に氏名 を秘 す)の 経
験 を 1994年 6月 の ヒア リングによって、見 てお こう。おなじ満蒙開拓青少年義勇軍 の体験 とい っ
て も、相 当 に異な った 内容 を知 る こ とができ、 しか もそれによってさらに全体像 を知 る手 がか り
となろ う。W氏 は 1922年 (大 正 11年 )5月 5日 生 まれで、学歴 として天方村 立 問詰尋常高等小
学校、 1928年 4月 入学、 1936年 3月 卒業、出身地 は旧天方村大鳥居 (現 森町天宮)で ある。

満蒙開拓 への志願動機

小学校高等科卒業後、 しば らく家 か ら製箱 (茶箱・ メ ロ ン箱 の木箱造

り)の 工場 で 1936年 か ら 18歳 (1939年 頃)ま で製箱 工場 の職工 として働 いたが、百姓 も手伝 っ
た りしていた。1939年 8月 22日 、静岡県庁 に集合 して、い ろい ろな話 が あ った。それか ら内原訓
練所 に出発 し、そ こで訓練 を受 けた。訓練期間 は、39年 8月 22日 か ら 12月 迄の 4ヵ 月間、訓練
所 で訓練 を受 けて、 その 12月 に渡満 した。先ず、伊勢神宮 に一 泊 して、翌朝、新潟か ら朝鮮 へ、
清津 ヘー泊、羅津 ヘー 泊、新京 (長 春)ヘ ー泊、鉄嶺 へ、駅 か ら八

km奥 に入 った所、鉄道 よ り

西 へ………、開拓団 は、鉄嶺大訓練所、第二大隊山本中隊の宿舎 に夜 になってか ら着 いた。

大 きな農場 を求めて

満州 に行 くきっかけは………、 それ は、百姓 が好 きだったので。大鳥居

の よ うな狭 い所 で、 しようがない と思 っていた。百姓 に どおせ行 くなら、広 い所 へ行 って、や っ
て見た い と思 って……、 そのきっか けは、募集案内 に第 二 次満蒙開拓青少 年義勇軍 の写真 が あ っ
た もので、 よし、 ここへ行 こう と思 って島 田町 (島 田市 )の 面接所 へ行 って きた。面接所 で、 ど
うい う気持 ちで志願 したかって、色 々聞 かれた けれ ど………。百姓 が好 きで、大 々的 にや ろうと、
小 さい ときか ら思 って いたので、 そ うい うふ うに話 してきた。家 は本当 に、 それ こそお話 にな ら
ない貧乏 で、小作 で、子 どもなが らに、収穫 を沢 山 とって も、 みんな持 っていかれて、家 で喰 う
物 はい くらもない。長兄 0姉・ 次兄・ 私・ 妹・ 弟、 それぞれに 3歳 くらい離 れて 6人 兄弟だ った。
今、思 うと、親 も、子 どもを喰 わせ るのが大変だ ったろ う。家族 は別 に何 も言 わなかった、一人
で も口が減 ったほ うが よかったのではなかったか。何 しろ貧乏 な生活 をしていたか ら………。家
では、 それは聞 かなんだ けれ ども、訓練所 に入 ってか ら、細 か く聞 かされたね え。内原訓練所 の
加藤完治所長 については、別 に印象 はない。 みんな、満州 へ行 きた い、行 きた い とい う人 ばっか
りだった。
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開拓団 への 出発 と屯墾病

「今 は、 お国 を邊何百里 ………」 とこの歌 は新潟港 を船で出るとき

に、国防婦人会 と女学生 が歌 って送 って くれた。そうそう、宮城遥拝、あれ は、や った。それで、
天晴れな朝焼 け彼方 の地、 オオケイ、イヤサカ……… を唱 えて大和体操 をや る。加藤完治 が教育
して くれたね。鉄嶺訓練所 に、 3年 いた、 3年 たつ と、永住地 へ移 るようになって、各中隊で永
住地 に移動 した。慶山開拓 団 とい う所 だつた (山 本治郎編 『第 二 次慶山義勇隊開拓団史』1984年
も参照 )。 慶安県 だつたので、その慶 と、山本 中隊 の山を とって慶山 と付 けたのではないか と思 う。
永住地 に行 く前 は、訓練所 で農耕技術 を教 えられ、実際 に農耕 をして、 それか ら、 まあ、軍事教
練 が主 になって、毎 日、半 曰 くらい教練 をやって いた。教官 は、九州 の人だ った。教官 は、九州
の人 と東北 の人が幹部 だった。勉強 もあった、団長 さんが教員 だつたので………。勉強 の中 には、
満語、向 こうか ら先 生が来 て、週 に 1〜 2回 教 えられた。訓練所 には、同 じ年齢 ぐらいの人 達 が
いて、六小隊 に分 かれていて、一小隊 は、学校 を卒 えて直 ぐこち らへ来 た ぐらいの人達 ではなかっ
たか。年齢 が若 かった。16か 17歳 の人達 だった。人数 は、一小隊 50人 くらいだった、そして、
宿舎 で寝起 きして軍事教練 を受 けて、農耕 をやって、た まには、満語 の教育 を受 けて とい う生活
だった。 みんな、先ず思 った ことは、 もっ と立 派 な家ではないか と思っていたが、 その家 は、小
屋 みた い な もので、電気 は何 もない、ペーチカがその部屋 に 3つ あって、土 間 の上 に真産 を敷 い
て、布団 もホ ンの煎餅布団。 なん とい うか、 この辺で寝袋 ってい うか、 あんな式 に出来 て いて、
薄 いや つだった。冬 はオ ン ドル で、温 か くて よか つたが、 そうい う布団 に入 って寝 た。一つの部
屋 に一小隊単位 で入 っていたね。だ いた い 50人 くらい はい って いた。不寝番 が あ つて、 1時 間ず
つ交替 で、寝 てい る順 に、 ズー とやった。不寝番 は、冬 は寒 いか らペーチカの火 を絶 や さない よ
うにや った。向 こうに着 いて直 ぐ郷愁 が始 まって、 そんな時、寮母 が鉄嶺訓練所 の本部 に居 て、
各中隊 を巡回 して色 々寝 て い る人 の ところへ行 って、慰 めて くれた。何 しろ寝 込んで しまう。仮
病 を使 って。 ち ょう ど登校拒否 みた い になって、起 きて こな くて、 そんな時 は、話 をして、慰 め
て くれ る。寮母 は学校 の先生みた いだつた。慰 め られては、気 を取 り直 して働 いた。12月 に満州
へ行 って、寒 さには、びつ くりしちゃつた。想像 よ りはるかに寒 かった。300人 くらい行 って いた
が、約半数以上、 いや、 3分 の 2位 の人が屯墾病 (開 拓病 )に 罹 つた。内地 が恋 しくて、 なにし
ろ帰 りた くて、帰 りた くて しようがなかった ようだった。

満州 の住環境 と農業生活

土塀で囲 つて あつて、ヽその中 に家 が 出来 て い る。向 こうには、 そ う

い う所が多 い。土塀 には、銃眼 とい うか、 それが い ろい ろ造 ってある。その上塀の中 に展望所 が
あ り、 そ こへ交替 で上がってズー と見張 りをや って いた。一 時間 くらいの交替 で。望遠鏡 は持た
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ずに、銃 と肉眼だ け。住居 は トタ ン葺 ……。壁 の辺 は上です。土で、一 傷 くらいの厚みが あ り、
ダー と家 の周 りを囲ってあって……。 わた しが行 った ときは、 まだ、土地 を割 り振 らないで、協
同で どん どん作物 を作 った。大豆・ コウ リャ ン・ ジ ャガイモ・ 大根 0カ ボチ ャ・ 西瓜・ 粟・ 稗黍
等 を作 っていたが、 サ ツマ イモ はで きなかった。土塀 は、家 の回 りだ けで畑 は塀 の外 にあ って、
土塀 の外 に出 て畑仕事 をした。出来具合 はわ る くはなかった、土地 は良 く肥 えて いた。満人 (実
はほ とん ど漢族 )を とっつか まえて きてはい じめた。開拓地 に満人 が出入 りす る こ とはあ まりな
かつたが、開拓地の近 くに大 きな満人部落 が あ った。 そうい う部落 の人 達 とは仲良 くしな くては
な らなかった。物 を くれた り、貰 った りしては、つ き合 った。協同耕作 した ものは、大勢 だか ら、
何百人 といたか ら、 自分 らだ けで食 べ て いたのではないか、 たぶん、 そ うだ と思 う。 コウ リャ ン
とタイ米 を混ぜ合わせてたべ て いた。当時 は南京米 って呼 んで いた。実際 はどこか ら米 が きたか
わか らないが、稗・ 粟・ 黍 をたべ て いた、ひ どい物 だった。

満蒙開拓 と本 国農 家 の 貧 困

効 果 の面 は ど うで あった ろ うか ?

寒 い ところへ 行 ったの で

ち ょつ と考 えたが、
帰 ろうとは思わなかった、日本の小作 が大変だ った し、それが こ りてい るので。
家 に帰 りた い とは思わなかった……、帰 って も、又、小作 の思 い をしな きゃな らないので ……。
開拓青少年義勇軍 へ の応募 は何 か募集 の紙 を見 て行 ったのか どうか、それが、 どうだ ったかは覚
えて いないが、先生方 が熱心 に応募す るように働 きかけたのは、 それは、「大東 亜戦争」か らじゃ

ないか ?〔 1943年 〜44年 頃から小学校高学年 と高等科で宣伝 されたので、森町新町でも次男の人
達が軍属 に参加 してい る。一人は無事 に帰還 したが、 もう一人 は終戦 の時 に亡 くなった と聞かさ
れている。
〕自分は、第 2次 募集でいった。昔の小作は大変だった、子 どもなが らにわかっていた。
今年 は、多 くとれたなあと思 っても、小作料 としてみんな持っていかれちゃうので、私 らの家で
は 2〜 3反 だったので、 8人 の家族が食べてい きようがない……。小作ではとうてい飯 は食 えな
い、お米を買 う。一年中食べ るなんて、 とてもとて も、だから、お米 を買わな くてはならなかっ
た。兄弟 は全部で 6人 。長兄 は、 トラ ックの運転手、次兄は、 トラックの助手、姉 は、紡績 か何
処かへ勤 めて帰 ってきた、妹 も弟 も学校 だった。一家が食べ るのは大変だった。今思うとそ うだ。

青少年義勇軍の生活

冬 は、薪がな くて、訓練所 の本部へ満人が毎日馬車 に薪 を積 んで持 って

きたので、私 らは、八 kmく らいの道 の りを毎 日とりにいった。 1人 3本 くらい背負 って訓練所
まで持 ってきた。えらかった。雪がいっぱい積 もっている。 ほとんど馬耕だった。広 い土地を耕
すのは、大勢だったので、〔
みんなで、わあわあいって〕やるもんで、 さほど苦 にならなかった。
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内原訓練所 の
馬が、一頭や二頭 じゃあない し………。私の中隊 は、静岡県で 12〜 13人 行 った。〔
宿舎前の小隊の集合写真 を見て〕気候 は違 うし屯墾病 に罹 ること、 そんな ことは思わなかった。
自殺未遂 も、なかなかあったようである。開拓団には、農事 の先生から学科の先生からいた。団
はこればか りは、音 なが らの軍隊式で、小隊長があつて、副小隊長・ 一班・ 二班……… とかがあっ
て、軍隊式で班長・ 副班長があつた。私 は、副班長をや っておった。 リーダーなどは、小隊長が
決 め、中隊か らきた。上からの命令で決 める。 どうい うわけだつたか、内原訓練所 にいるときに
決 められた。私 は、一班 の副班長 をやっていた。小隊 には六班あったか ?6〜 7人 だった……… ?
私のいた年数が少な く、慶山から移動 してから、寒 さが身 にこたえて、辛かった。安達 (ア ンダー)
安達 には七三
がちか くだが、そ こには捕虜 を集めた収容所があつたはず と言 うことは知 らない。〔
一部隊の生体実験 のため、補虜が収容 されていた〕
。
演劇 をやった、一周年記念だった。演劇発表会。チャンバ ラをやった り………。寂 しさを紛 ら
すためにい ろいろやった。運動会から銃剣術大会。私が満州 に渡 つたころとい うのは、全国各地
から集 まって くるのは、そんなに強制 されたのではな くて行 きたいとか、行 ってみようとかいつ
たグループが多かったようだった。
部屋では、串刺 しの ドジ ョウみたいにねていた。洗濯 は、みんな自分自分でやつた、 シラミが
わ く。 そ こで、沸騰 させた湯のなかへ洗濯物 をつ ける。 そうしなければ、普通 に洗濯 しただけで
は一晩たつ と、パ ンツなどにのたっていることになる。
慶 山開拓団 の場所 に行 った人たちが、言 っていたけれ ど、鉄騒訓練所 は全然わ か らな くな って
い るらしい。今 はもう、殆 ん ど家 が建 って、 アパ ー トみた い になってい る。

満蒙開拓団 か ら戦争動員へ

Wが

1939年 に行 って、43年 に徴兵検 査、44年 1月 14日 か 15日

に現地入隊、唸爾浜 の部隊 (関 東軍独立守備隊)で兵隊 としては、満州 に 1年 くらいいて、中国
(北 支 )へ

44年 1月 頃 に行 った。戦闘状 態 は、八路軍 との戦争 だつた。Wは 、 お陰様 で怪我 はじ

なかった。部隊 は歩兵 だつた。黄河 のほ とりで終戦 だつた。 その後天津の収容所 に 1年 くらいい
て、48年 頃帰国 した。収容所 で は、 日本軍 の分捕 り品 の整理 をした。中国で は教育 は受 けなかっ
た。収容所 では、兵隊 か ら居留民 か ら、 ごち ゃ ごち ゃだった。山口県 の仙崎港 に上 陸 した。開拓
団で 1年 半 くらいで入 隊 した。 もっ と早 い人 は、訓練所 には入 って直 ぐ入営 した人 もいたので、

Wら も、開拓団 にはそれほ ど長 くはい なかった。Wは 、北支 にいたので よかつた。兵役 を逃れた
人 々が、最後 まで寧安開拓 団で働 いて いた。 その人達 は、内地 か ら嫁 をもらって行 った。兵役 を
逃れた人々 は、体格 不足 とか障害者 みた いな人 々がいたので、 その人が最後 まで いて満州 か ら引
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き揚 げる途 中で、病気 になった り栄養失調 とかでほ とん ど死 ん じゃってい る。 この ようにして、
人 によっては帰 る途 中で、奥 さんや子 どもさんをみん な亡 くして しまってい る。

むすび

以上、筆者 は満蒙開拓団 の組織化 の契機 となった経済更生運動 の概要 と、静岡県 における動向
を、辿 った後 に、満蒙開拓 へ の民衆動員 の形態 を静岡県榛原郡中川根村 (中 川根町)の 場合 と、
磐田郡福 田町 の場合のそれぞれ を捉 えてみた。 そ してさらに満蒙開拓の現場 とは どうい う状況 に
あるのか を、現地 に探 って概述 し、 あ らためて開拓団村 の「優良地 」 であることの意味 を問 う こ
とになった。
つ ま り開拓 団 はその字義通 りのあたか も「処女地 」 の開墾 で あったかの ように認識 してはな ら
ない こ と、 まさに拓務省の残 された資料 の語 るように、開拓団村 は現地農民 の既耕地 を「 買収」
したか、 占拠 した地域 を中心 に形成 されていたで あろうこ とを、再確認 した。 この点 は、中川根
町 の満州拓 殖公社 に勤務 した高木悦郎氏 によって も、 また森町 の証言者 の指摘 によって も、明確
で あろう。
そして、周智郡森町の 2人 の体験者 の ヒア リングによって、動員 された青少年義勇軍 の隊員た
ちは多 かれ少なかれ、当時 の貧困 な農村、 その中で もとりわ けて零細小作農民の次三男 といった
階層 の人々で あ り、 しか も貧困なるがゆ えに、「満州」に行 くことで、家 の貧困 の多少 ともの軽減
を図 りた い とす るお もい と、 か りに出掛 けた「満州」 の土地での暮 らしが どの よ うに苦境 に陥 っ
た として も、 また「 屯墾病」 とい う名 のノス タル ジア、 ノイ ロー ゼに罹 ろ うとも、母国 に帰 って
も待 ち受 けて い る苦難 を考 えれば、帰国す る希望 をもつ こ とはで きなかった とい う深刻 な状況 が
明 るみに照 らし出 されたのではないか と考 える。
まさにそ こにこそ軍部 をはじめ とした国家 の推進す る「満蒙開拓団」組織化 の意味 が提示 され
てい るように考 えられ よ う。

以上、さまざまな角度から照らしてみて、満蒙開拓団は、①既耕地の耕作に従事 した事実、②
渡航者は多 くは農家の貧困層または小作農民のよう位置にある者、③他方では福田開拓団のよう
に戦時経済の進展の中で、従来の平時の下での繊維産業等に従事 していた生産者、商業家の転廃
業組、④開拓団の人々の中には少なからず精神的な異常を来した者が存在 したことなどを見るこ
とができよう。今回の考察 を進めた中で、一つの成果 と言えば、参加者の回から、前述の① に照
応した事実を自ら解明されたことであろうし、そのためには満州拓殖公社が活躍 した事実を元職
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員 で あ つた人 か ら伝 えて い ただ けた こ とで あ ろ う。
す で に述 べ てお い た こ とで あ るが、満蒙 開拓 団 に関 して は、 ほ とん どの体験 者 の 中 か ら口 をつ
いて 出 るの は、 当然 の事 なが ら現地住民 の「 襲 撃 」 とソ連軍 の略奪 的狂暴 で あ る。 しか しそれ は
「悲劇 」 の大 きさを過 小評 価 して はな らな い と同時 に、 そ もそ も「侵 略」 に よって生 じた根本 間
題 を見過 ごす誤 りに通 じるので あ る。

付記〕 小稿 は近 日に公刊 される (97年 12月 刊行 された)『 静岡県史近現代通史編二』に掲
〔
載 の論稿 を基礎 としつつ、 それを理解する上で有益 と考 える資料、 ヒアリング調査報告 を付
け加 えて、改めて作成 した ものである。 また本稿 の基本的内容 は静岡県磐 田郡福田町教育委
員会 の 1997年 11月 20日 町史講演会「満蒙開拓 に動員 された人々」に示 した。 またそれらは
1996年 10月 8日 の中川根町史講演会でも述べたが、 ともに体験者 の多数 の参加 の もとで話
す ことになった点で、緊張する面 はなかったわけではないが、何れの場合 も参加者 の感想 の
中に、筆者が述べたような背景があった とは知 らなかった とい う点があつた。筆者 は恐 らく
そうであったろうと認識 している。
動員 された人々はひたすら「イエ」の ことを考 え、主観的 には現地の中国人への抑圧者 と
して自己が位置づ けられた とい う認識 は不可能だった ことであろうと思 うからである。森町
地域 の ヒアリング資料 は 1994年 6月 に行 つた森町史編集上の資料取材の一環であり、ヒアリ
ングに応 じて下 さつた藤川誠一、Wの 両氏、 この記録 には安間善一氏 のご協力 を得た こと、
また中川根町の ヒアリングでは取材 に応 じて下 さつた高木悦郎氏、福 田開拓団の現地視察で
は寺田ふさ子 さんに、 それぞれたいへんなご尽力を得た ことを、重ねて御礼申し上げさせて
いただきたい。
(1997.11.29.稿
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