
「朝鮮戦争を戦った日本人」 

                      岩佐 毅 

「朝鮮戦争を戦った日本人」）（NHK 出版刊・藤

原和樹著）という興味深い書籍が先日出版され、

早速興奮しながら一気に読破した。 

勝ち誇る米軍の情け容赦のない連日の空襲と、

広島、長崎への原爆投下で日本中が焼き尽くさ

れ、ようやく太平洋戦争が昭和 20年 8 月終結し

た。その 5年後の昭和 25 年、私が小学 2年生の

とき、建国間のない中国共産党指導者毛沢東、ソ

連共産党書記長スターリンの同意と全面的協力

を得て、金日成率いる北朝鮮は武力侵攻による

朝鮮半島の統一を目指して、突然砲撃を開始し、

破竹の進撃を開始した。いわゆる朝鮮戦争の勃

発である。 

同じ民族間の血で血を洗うこの悲惨な戦争は、4

年の長きにわたって続き、途中参戦した中国人民志願軍 135 万人余の人海戦術的巧

妙な大攻撃もあって、一時米韓両軍を中心とする国連軍は敗北を重ね、釜山に追い

詰められた。 

朝鮮戦争時原爆 16 発投下の危機 

そして、マッカーサー国連軍司令長官は中国、ソ連、北朝鮮の各都市に合計 16 発の

原爆投下作戦を大統領に真剣に進言した。 

しかし、時の大統領トルーマンはその進言を拒絶してマッカーサーを更迭し、新た

に新司令官の指揮で戦いを継続し、仁川上陸作戦を成功させて北朝鮮軍を分断して

押し返し、38 度線を境として休戦に持ち込んだ。 

そして、4 年の長きに渡ったこの血みどろの戦争は、太平洋戦争で日本が失った兵

士、市民の合計約 300 万人の命とほぼ同じ数の死者を出し、全土を破壊し尽くして

終了した。そして、北朝鮮は日本統治時代建設されたすべての水力発電所を空爆に

よって破壊されて、長きに渡って電力不足に悩まされてきた。 

ところで、まだ紅顔の少年の私が小学校の校庭でのどかに遊んでいると、毎日午後、

青く晴れ渡った上空を双胴の米軍輸送機が編隊を組んで北方に向けて飛んで行くの



を見上げたことをよく覚えている。その頃、日本は米軍占領下にあり、枚方市の現在

関西外大学舎となっている場所（旧陸軍砲兵工廠）では小松製作所が砲弾、銃弾を大

量に製造して米軍に供給し、トヨタが軍用トラック 5 千台を製作調達するなど全面

的に米軍に協力し、米軍兵士や軍需物資を日本から朝鮮半島に緊急輸送する LST型

上陸用舟艇乗組員のほとんどは日本人船員であった。 

ピストル乱射の警官隊と対峙し戦争反対 

～ 軍需物資輸送抗議の吹田操車場事件 ～ 

そして、そういった戦争協力に反対する日本共産党員、在日朝鮮人グループなど約

1000 人は豊中市の大阪大学構内で大集会を開催した後、竹槍を担いでデモ行進しな

がら山越えして、軍需物資の荷捌きをしていた国鉄吹田操車場（JR 岸辺駅周辺、現

在モダンなマンションとなっている）に押し寄せ、「軍用列車を止めろ！」と叫び、

一部青年たちは決死隊と称して機関車前の線路上に寝転んで抵抗した。そして、鎮

圧に出動した警官隊はピストルを乱射して大混乱となり、多数の負傷者が続出、約

100 人の逮捕者が出た。 

当時日本政府は米軍の依頼に応えて海上保安庁から極秘に機雷掃海艇を多数出動さ

せ、砲弾の飛び交う朝鮮半島周辺で掃海作業に従事し、戦死者多数が出ている。そし

て、当時米軍基地で働いていた日本人青年たち約 70 人を誘い込んで、朝鮮半島の最

前線に送り込んで、実際にカービン銃を持たせて北朝鮮兵士や中国志願兵たちと闘

わせた。そして、日本は米軍主導のこの戦争を支援してあらゆる物資調達、供給や後

方支援を行い、いわゆる「朝鮮戦争景気」に沸き、戦後の経済復興に弾みをつけた。

現在民間空港となっている大阪伊丹空港も当時米軍専用空港となっており、直接

B29 空爆機が朝鮮半島に向けて飛び立ち、大阪市内の靭公園も米軍ヘリコプター発

着用空港であった。 

ところで 1947 年施行の新日本国憲法第 9 条には「戦争、武力による威嚇，又は武力の

行使は永久に放棄する」と明記されているはずであるが、日本国籍の多数の青年たちが、こ

の朝鮮戦争に参加し、実際に米軍の一員として殺戮の現場に居合わせていたという報告書

を読んで驚愕した。彼らは、満州からの引揚者、戦争孤児、元日本陸軍兵士などで、戦後生

活を維持するため、全国に展開する米軍基地に雑用係、食堂のコックなどとして雇われてい

た。そして、米軍が朝鮮戦争に出撃の際、同行を求められ、志願して戦争に参加し、結局は

カービン銃などを持たされ、戦闘に加わったものが多く、戦死者も多数出ている。彼らの記

録は在日兵坦司令部公式極秘ファイルの中に尋問記録として残されており、著者はこれら

の資料を丹念に読み解き全貌を明らかにするという貴重な仕事を行っている。米軍ととも

に朝鮮半島に渡り戦闘に参加した者以外にも輸送船船員や港湾労働者たち 56人が戦死して

いる。 



～尋問記録に残された真実～ 

『はい、3-４人の中国人を殺しました！』 

第二歩兵師団第 23歩兵連隊に同行して朝鮮戦争に参加し、ジミーというマスコットネーム

で呼ばれ、米兵の身の周りの世話係として可愛がられていた「シゲミツ・ツネヒデ」（12歳）

の尋問記録には下記のような会話が残されており、すべてを物語っている。 

調査官「これまでに銃を支給されたか？」 

シゲミツ「はい、カービン銃を渡されました」 

調査官「北朝鮮人、または中国人を撃ったか？」 

シゲミツ「はい、3-4人の中国人を殺しました。でも、米兵もたくさん殺されました」 

（了）関西日露交流史研究センター代表 

岡奈津子著 

～生々しい矛盾のカザフを丹念に取材、分析、熱情溢れる渾身の力作！～  

                       岩佐 毅 

情熱溢れる情報収集と的確な分析 

「賄賂のある暮らし」岡奈津子著を一気に読み進

み、大満足で読了した。 

著者が生々しいソ連崩壊後のカザフ スタン社会

について、丹念に取材し、詳細で適格な分析をさ

れていることと、その熱意に大いに心打たれた。 

 著者は単身幼い長男を連れてカザフの実社会に

飛び 込んで、庶民の息遣いや体の温もりが伝わっ

てくるような生々しい取材を通じて、社会の真実

を明かす 明快な文章にまとめており、とても立派

な仕事をされていることに感動した。とりわけ「あ

とがき」に 記述された取材中警官に怪しまれ、取

り調べを受けた際の迫真のやり取りには息を飲む

思いであった。  

私が1970年代から1991年のソ連崩壊までの間経営した貿易会社時代はソ連真っただ中で、

取引相手はすべて国営企業であり、担当者に何某かのコミッショ ン＝いわゆる「賄賂」を

渡さなければビジネス成立はまず不可能であった。そして、主要取引先のウク ライナ・オ



デッサ所在の黒海船舶公団とのビジネスは拡大の一途をたどったが、担当者に金銭はもと

より、奥さんや子供の日用品 まで調達させられ、一度 28 センチの女性用のお洒落な 靴を

要求されて、特注して 調達したことがある。その 代わり、要求を満たせれば、結構な大型

案件（数千万円から数億円を超す）が 転がり込んできた。しかし、当時の一般庶民は極め 

て貧しい生活振りで、ウクライナでは大学助教授の給与が月 25 ドル（約２６００円）、商店

の女性店員は月給 7 ドル（約８００円）であった。また、ロシア各地の大都会ではホテルに

毎夜ミニスカートに厚化粧の娘 たちが多数たむろして、獲物を探す流し目を周りに 向け

ており、街では闇ドル買いが付きまとい、これがレーニンが目指した社会主義の実態かと驚

いたものだ。   

暴力マフィアは姿を消し、「制服を着たマフィア」が歩いている社会 

著者がカザフスタンの社会をつぶさに分析しているように、旧ソ連諸国はほぼ同様の社会

構造で、腐敗した交通警察ガーイーのあの手この手の小遣い稼ぎは有名で、ミリーツィヤ

（警官）とのやり取りは多数の小噺にもなっている。 また、当時マフィアが要求する「ク

リーシャ」（屋根の意味＝用心棒料）を断ったため深夜に内装や家具を叩き壊され、出店を

諦めた日本企業出資の和食店「さく ら」(ウラジオストク)もあった。最近は以前のよう な

荒々しいマフィアは姿を消して、より巧妙になり、ロシア人は「マフィアが制服を着て歩い

ている」との表現で公務員や警察を皮肉っている。 以前ユジュノ・サハリンスクの和食店

で、あまりの 値段の高さに驚き、日本人経営者に文句をつけると 「税関職員がご機嫌伺い

と称してひっきりなしに訪 れ、食べ放題、飲み放題で歓迎しなければならず、 結局他のお

客さんへの価格が高くなります」とのこ とであった。彼らに万一不満を抱かれると、食品

や 3 資材輸入の際どんな言いがかりをつけられるか判ら ず、「泣く子と地頭には勝てませ

ん」とのことで あった。  また、私はカザフスタンは訪問経験はないが、旧ソ連時代末期

に三菱パジェロの新車 50 台(約 2 億 5 千万円)を納入し、2 回目の会社では中古車、自動車

部 品等の輸出を行い、バイヤーも次々来日してお相手 したことがある。 その時、独ソ戦

当時カザフスタンに強制移住させられたドイツ系ロシア人の子孫にもお会いし、敵性民 族

として迫害された生活を送った状況や、ドイツに 再度移住したが、メンタリテイーが大き

く相違して おり社会に溶け込めず、再びカザフやロシアに多数 が帰国したとの話を聞い

た。  また、私は 100 回以上旧ソ連各地を訪問した経験 があり、当時は商談や打ち合わ

せ後にたいてい賑やかな宴会となり、いわゆるロシアン小咄＝アネクドートが次々飛び出

し、大いに盛り上がった。勿論彼 らの語るアネクドートは活字などにはできないエロ チカ

ルなものから政治的風刺のピリリときいた社会 批判のものまで際どいものが多く、赤い顔

でワーッ と爆笑して終わりであった。  

壮大な「赤の広場」、レーニン廟に感激の涙 

私が学生時代当時の青年たちの多くが社会主義、 共産主義に大きな興味を抱き、私も赤旗



翻るソ連に あこがれてロシア語を専攻し、30 歳過ぎに壮大な 「赤の広場」に立ちレーニ

ン廟の実物の遺体を目撃 した時は感動のあまり涙が溢れた。しかし、どの街 でも寂れた商

店にはこれといった商品もなく、便所 にトイレットペーパーもなく、市中ではありとあら

ゆる私の所持品を売ってくれと付きまとう庶民に驚 き、口を開けば「社会主義は間違って

いる」、「共 産党幹部が腐敗している」などと社会批判をする人 たちに連日出会ったもので

ある。  その後、腐った大木が突然音を立てて崩れ落ちる かのように、ソ連体制が木っ端

みじんに崩壊し、弊 社の主要取引先であった 350 隻もの巨大船団を所有 していた名門黒

海船舶公団も倒産して跡形もなくな り、まさに「浪速のことは夢のまた夢」である。 とこ

ろで、旧ソ連体制が崩壊し、ほぼ全ての企業が 民営化し、個人でもあらゆるビジネスに従

事できる国に変化し、袖の下など不要となったが、「制服を 着たマフィア」が様々な形で庶

民を食い物にする社会体制は容易に改革されそうにはない。 

（了） （関西日露交流史研究センター代表）  

 

 

小型ジェット機で女史と同席 

熱い情熱に支えられて、滅びゆく希少言語の研究

に長年取り組む、女史の才気あふれる著作を一気

に読み進んだ。 

実は私は以前、氏とウラジオストクから富山まで

約 20 人乗りの小型ジェット機で偶然同席したこ

とがある。そして、離陸して機が機首を日本海に

向けた頃、「ご旅行ですか？」と一言お尋ねすると、

彼女は「マガダン周辺の少数民族コリャックの言

語調査に出かけていました。橇で電気も水道もな

い放牧民の村落に出かけ、パソコン使用のため発

電機まで持参し、長期住み込んでフィールドワー

クに取り組んでいたの。」とのことで、その打ち込

み方にほとほと感心した。 

とにかく私の如き俗人にはない、そのオーラに圧 

倒され、4時間の飛行中、彼女の熱のこもったユーモア溢れるお話に、笑い転げ



ながら富山空港に降り立った。 

さて、今から数万年前までマンモスが棲息していたシベリアは、アジア系狩猟民

族、漁労民族など多数が居住していたところで、その子孫が今も伝統文化を守っ

て各地で暮らしている。 

マガダン北方に総数 5千人居住のコリャック民族 

ところで、このコリャックという少数民族は、現在マガダン北方でカムチャッカ

半島の対岸周辺に約 5千人居住して、トナカイの放牧、狩猟、漁労に従事しなが

ら暮らしを立てている。しかし、ソ連邦が成立すると、ソフホーズという共同事

業体に編成されて行き、社会は大きく変化した。そして教育もロシア語が主とな

り、文字を持たないコリャック語を話す人間は急速に減少していった。 

言語は生物、物品、動植物の名称、人間の心の動きを表し、相互情報伝達を行う

ためのものである。しかし、社会が変貌し、生活の形態が変化するに従って、使

用頻度が減少する単語も多く、また、生活上不要な表現や言葉は次第に消滅して

行き、独自の文化とともに滅んで行く。 

例えば彼らの主要産業のトナカイの放牧についても、あるコリャックの村落で

は元来 2300頭トナカイを飼育していた。しかし、ペレストロイカ時の経済混乱

の影響で、その 8年後には 160頭に減少し、今では 50頭以下となり、産業とし

て崩壊の一歩手前に来ている。従来、彼らはトナカイを放牧し、橇引きのトナカ

イを育て、母乳を栄養豊富な食料とし、更に一定数は屠殺して食肉や皮革として

有効利用するという長年のルールが存在していた。 

また、トナカイの群れの中でそれぞれの所有者を識別するため、耳に生後一年以

内に代々続く独特の複雑な切り目を入れて、まるで家紋のように誇りにしてお

り、まさに生活の知恵が生き生きと見られた。 

ロシアから食料・ウオッカが届き一週間泥酔 

しかし、近年約 70キロ離れたクバクという金鉱の町に、冬期には大量の食糧や

ウオッカがロシアから運びこまれ、コリャックたちは橇で魚やトナカイの肉を

輸送して、食料やウオッカと交換する。そして、取引終了後に早速賑やかな酒盛

りが始まり、丸々一週間は泥酔状態で、まさに狂乱の時を過ごすという。 

そして、ある年の夏その村落では、熊の襲撃、工業用アルコールの誤飲、アルコ

ール中毒で首吊り自殺、脳溢血などで男たちが次々と命を落として行った。 

その頃丁度村に滞在していた女史は、病死したコリャック人男性の火葬に立ち

会い、破裂を防ぐため、薪の上に横たえた死に装束の遺体の腹部を親族の女性が

切り裂く荘厳な様子を目撃し、彼らの魂に触れる思いであった。 

といった訳で希少民族となったコリャックの村々では、ロシア経済の混乱の影



響をもろに受け、給料遅配による労働意欲の減退、狼の襲撃などにより、トナカ

イ牧畜産業は急速に壊滅に向かっており、それと並行して民族的文化、伝統や独

自の言語も忘れ去られ始めている。 

猛吹雪の激流の中、1週間救援を待つ 

そう言った事情に押されて、著者は更に辺境の地に孤立して放牧生活する、比較

的純粋なコリャック語が採集できる村落にフィールド・ワークの拠点を移すこ

とにし、100キロ先のツンドラの奥地を目指すことにした。 

そこで、トラクターの運転席を切り離し、箱型荷台を連結し、中に雑魚寝できる

簡易ベッドも取り付けて周到な準備をした。また、万一のことを考え食料も水も

大量に積み込み、仲間とともに出発した。 

出発後、猛烈な振動に耐えながら進み、急流の川を渡っている途中、トラクター

が砂利底に引っ掛かり、身動きできなくなった。夜を徹して全員で離礁作業を続

けるが、全く動かない。 

そこで、スタッフの二人が徒歩で出発点に引き返し、救援のトラクターを呼び、

目的地に無線連絡して出迎えを手配した。そして、救援

部隊が到着するまでの丸一週間、激流の真ん中で毎晩猛

吹雪のうなりを聞きながら頑張り続け、川の中からよう

やく脱出した。そうして、苦労を重ねて到着した第 13

ブリガードと呼ばれる村落では、まだ比較的豊富なコリ

ャック語が日常的に使用されていたが、それでも流暢な

人は 3-4人となっており、彼女は丹念な調査を行い貴重

な成果を上げて帰国の途に就いた。 

 

呉人恵女史 

しかし、滅びゆく言語を単に記録するだけでよいのだろうかという疑問が彼女

の心に湧き出し悩んだ。その頃、20 年間にわたる地獄＝アルコール中毒を脱し

て、コリャックの民話や舞踊などの独自文化を世に残したいと熱く燃える女性

リューバさん（甥の葬儀で腹部を切り裂いた女性）と出会い意気投合した。 

そして、リューバが古く伝わる民話を語り、女史が記録し、日本のちぎり絵作家

の挿絵を添えて絵本を出版したのだ。 

女史は単なる言語学者としてのみならず、滅亡に瀕したコリャックの貴重な文

化遺産を保存するという有意義な仕事に、今も情熱を注いで、ツンドラの大地を

駆け巡っている。 

（令和 3年 5月 2日） 

 


