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中国人民解放軍従軍記（１） 

（1）出生から学校卒業まで 

 

生まれ故郷の石川県金沢市戸水町は、百万石高を誇る前田利家を開祖とする城下町の郊外にあ

り、北西方向約４キロ、日本海から約２キロ内陸の田園地帯にある。約５０軒ばかりの農村であ

る。 

金沢城は、二つの河川（犀川、浅野川）に挟まれた尾山に築城され、周辺に市街が形成され、

何回かの町村合併で、現在、約６０万の都会になっている。私の生まれた戸水町からは、白山連

邦が眺められ、風光明媚な、豊かな土地である。 

 

（2）大陸満州で就職、貿易を夢見る 

 

私が４歳の時、父の仕事の都合で、戸水村を出て、金沢市堀川町に引越し、そこで、小学校、

旧制商業学校を終えて、満州遼寧省の国際運輸会社（満州全土の貨物を荷役、運送する会社）の

丹東市支店に配属された。それは、商業学校で興味を覚えた貿易実務を勉強するには、国内では、

戦時中のこととて、就職先がないので、満州へ行くより外に道が無かった。 

当時、第二次世界大戦まえ（大正初期～昭和７年頃迄）の日本は、政党政治花盛りで、政友会、

憲政会がお互いの凌（しの）ぎを削った戦いを演じ、郷土の政友会国会議員永井柳太郎が『西に

レーニン、東に、原敬、』と批判の論陣をはったのは有名な話。私たちの学校にも雄弁部があり、

私は、相当な影響を受けている。 

更に、大きな影響を与えたのが、金石港（現在の金沢港）の、豪商 銭屋五平衛であり、ロシ

ア沿海州から東南アジア諸国と幕府の鎖国の禁を犯して、密輸をやり、河北潟を埋め立て水田を

開こうとして、加賀藩に捕らえられ、獄死。彼の銅像が学校の講堂に置かれていた。彼の大きな

銅像は、彼の生地である金石港の小高い防波堤の上に立てられ、腰の後ろに筒型の望遠鏡を両手

で持ち、顔を日本海に向けて立っている姿である。 

当時、太平洋戦争、酎（たけなわ）で日本は、ガダルカナルなど南洋諸島を一つずつ失い、本

土は、アメリカの空襲を受け、文系の学生は、軍事工場に徴用されており、商業校の夢である貿

易をやるため、満州の会社に就職した次第。 

 

（3）関東軍に入隊、直後、敗戦を聞く 

――敗戦後の大陸の生活―― 

 

私の入った会社は、北朝鮮との国境を流れる鳴緑江縁（べり）の町で、５月には、桜も咲く土

地で、独身寮の生活も、少しばかりの大豆こそ入ってるが、どんぶりー杯の米の飯が配給され、

日本よりは、少しばかり恵まれた生活。 

１９４５年８月１５日正午、通常は満２０歳で兵隊検査ですが、戦時中なので、繰上げになり、

満１８歳で身体検査があり、第一乙種合格の小生が通化の関東軍部隊に入隊した。その部隊は、

平坦な高原に、３０名位入居可能な大テントが多数あり、一個班に、小銃も数挺しかない有様。

直ぐ、副官がビール箱の上に立って、われら全員に、満州に身寄りの有るものは、直ちに帰れ。

さもないとソ連軍の捕虜になると。 
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また、もと来た道を貨物有蓋車で移動。途中汽車は、原っぱの真ん中で停車、汽車が動かぬこ

とを知り、鉄道の枕木を踏みながら歩いていた。中国農民の家々には、中華民国の晴天白日旗が

はためいており、日本が負けたと認識。 その時、後ろの方から、一人の満州軍鉄路警護兵が数

人の中国人グループと共に、拳銃を撃ちながら、われわれを追っかけてきた。われらは、慌てて、

鉄路の上や下の小道を逃げた。 一人が腕に拳銃の弾を受けた。 

鉄道は、まだ、満鉄が支配していたので、われわれは、交渉して列車を仕立て、時々、停車し

ながら、ようやく、奉天（現在の藩陽）の貨物駅、蘇家屯につき、国際運輸の荷扱い事務所に行

き、宿泊を交渉。その夜は、国際運輸社宅に泊まる。（この社宅の持ち主の奥さんは、藩陽の都

心の安全地帯に疎開していたが、私たちのため急遽、帰宅開放してくれた。彼女の旦那は、兵役

招集中） 

翌日早朝、列車は、安東に向け出発、その日の夕方到着。独身寮に帰る。寮長、寮母、寮生ら、

何も不変。只、日本が何故負けたのか？腑に堕ちぬ。この寮は、安東市六道溝にあり、斜め向か

いは、野球が出来るような、広い校庭を有する日本人中学校。国際運輸の寮の収容人数約１００

名。当時、寮生の殆どは、関東軍に召集され、寮長以下、１０数名しか残っていなかった。 寮

生、三浦敬一君（私と同期で、四国愛媛県新居浜出身）長期の肺結核のため軍隊に召集されず、

寮で療養。戦後薬も無くなり、体は痩せ細り、足だけが浮腫んで死亡。どぶろくで通夜。六道溝

の墓地へ運んだが、土が凍結。そのまま地上に放置してきたが、恐らく、狼に食われたろう。 

当時、ソ連兵が入ってきたが、至る所で、婦女子を強姦したり、時計を強奪して、両腕に巻き

並べて、自慢しているのを見かけた。独身寮にも入り込んできたが、寮母（お婆ちゃん）に、マ

マと呼びかけ、何もしなかった。ある日、町の繁華街で、２,３人のソ連兵が悪さをしている時、

ゲピョウ（憲兵で、犯罪行為を見れば、即座に銃殺できる権限を持つ）を見て、一目散に逃げた

のを目撃した。 

この年（１９４５年）８月６日、ソ連軍は、いわゆる日ソ不可侵条約を破って、不意に、満州

の国境を突破したが、国境防衛の関東軍主力部隊は、数年前に南方に移動していたため、殆ど無

抵抗。安東にも９月半ば頃、ソ連軍が入ってきたが、郊外の何処かに、駐屯しているのか？全然

見かけなかった。 

また、ソ連兵が入ってきて、その後、同時期に、八路軍が入ってきた。八路の腕章を付け、日

本軍憲兵の拳銃を持った兵士を見た。 その頃、ある日の早朝、寮長が外へ出ると、街路端に八

路軍兵士が寝ていた。 寮母に、茶碗と箸を借りて、数時間後、殆どを返却、足りなかったもの

は弁償したと。巻では、八路軍は、国民党軍、ソ連兵に比べ評判が良かった。（後で、これは、

中国共産党の政策であり、解放軍の三大規律八項注意であることを知る。（中国人民解放軍の三

大規律八項注意を参照。） 

次に、八路軍と国民党軍の安東市の統治比較を行なう。 最初は、八路軍が入ってきた。（恐

らく、ソ連が手引きしたものだが、主力部隊は、山海関以南、以西の奥地解放区に居り、交通不

便のため、満州に入れなかった。故に、重慶に引っ込んでいた国民党は、各地の旧国民政府地下

組織に命令し、そこの有力者達の協力を得て、国民党の統治を開始した。 

安東の場合、日本統治時の市役所を復活。国際運輸には、満州安東警察署の董氏（名前失念）

が社長として派遣されてきた。彼は、当地の有力者であり、大人の風格の有る人物。彼は、安東

（丹東の旧名）運輸有限会社を創設、旧国際運輸の体制をそのまま踏襲、部課の責任者は、中国

人。例えば、私の労務課は、課長に昔の課員の一人を任命。日本人課長や課員は、全て解職。こ

の国民党が支配する会社は、一月も持たなかった。 
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１９４５年９月の或る朝、私は、単（ひとえ）の腰までの羽織を着て、散歩に出た。当時の国

民党政府からの通達で、全ての日本人は、外出の時は、皆、和服の着用が義務づけられた。或る

町角を曲がるとそこに、一人の中国人が額から血を流して倒れていた。数人が駆けつけて、騒い

でおり、気がつくと、警察が駆けつけ、われわれ見物人、もろとも全員を拘束、公安局の拘置所

にぶち込まれた。牢獄には、既に、７,８人の日本人が居た。朝夕２回の高梁粥と漬物が出た。

夜は、蚤と虱に悩まされ、殆ど、寝ることが出来なかった。一人ずつ呼ばれて、尋間を受けた。

なかに、柔道着を来た、明らかに脱走兵と見られる若者は、尋問後、帰って来なかった。 

前述の柔道着の若者を除く、殆どの人は、一週間ほど後に釈放された。寮長は、われわれが釈

放されたのは、国民党から派遣された董さんの尽力によるものだと言っていた。 

その年の１１月の或る夜中、郊外で機関銃の音が聞こえ、八路軍が入ってきた。 

共産党政権は、山東から来た一人の共産党党員幹部を旧国際運輸に派遣。新しい丹東運輸有限会

社を設立。総経理（社長）に就任。彼は、旧国際運輸の社宅に住み、日本人女性メードを雇い、

新会社まで歩いて出勤。新会社は、旧満鉄の貨物の荷卸し、積み込み、貨物運搬と配達、保険等

の業務を行なった。私たち日本人は、全て、失職。已むを得ず、私は、中国人街の郊外で、野菜

などを仕入れ、日本人街（北から避難してきた日本人が増え、元々の約１０万の日本人が、約２

０万に膨れあがる。）で販売し、生活費にした。 

 

（4）軍国少年から共産主義信奉者へ変身 

――日僑労農学校学生 

―― 中国人民解放軍（八路）兵士 

 

１９４６年メーデーには、一重の黒の制服を着た日本人青少年が「赤旗の歌」を歌いながら安

東市を行進した。 

赤旗の歌 

………（一）民主の旗、赤旗は、戦士の屍（かばね）を包む 

死屍（しかばね）硬く、冷えぬ間に、血潮は、旗を染めぬ 

高く立て赤旗を、その影に死を誓う 

卑怯者去らば去れ、我等は、赤旗守る 

（二）フランス人の愛する旗の光、ドイツ人は、この歌、唄う 

モスコー伽藍に歌響き、シカゴに歌声高し 

高く立て赤旗を、その影に死を誓う 

卑怯者去らば去れ、我等は、赤旗守る………・ 

 

聞くところでは、日本人労農学校生徒だと。こんな時に、学校で勉強できるのか？と、疑間を

抱きながら、学校を訪ねた。学校創設の主旨を聞き、即時、入学を申し込んだ。 

安東日僑労農学校は、校長は、延安から来た、公文さん（偽名）、講師２名、日本料亭を学校

にしたて、政治経済学（延安日本人労農学校教員、梅田照文著）野坂参三の「民主日本の建設」、

日本時事問題などが講義され、各小組に分かれて、討論が行なわれた。学生たちは、殆どが石川

県出身の満蒙開拓少年義勇隊員で、東満、吉林省鏡泊湖、東京城付近に入植、訓練中、ソ連軍進

攻にあい、避難、南下、遼寧省本渓市の宮野原に延安から来た杉本一夫（本名、前田光繁）、和

田真一（本名、山室茂）らが日本人労農学校を開設。この時、石川県の満蒙開拓少年義勇隊が、
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そのまま、入校した。その後、国民党軍の進攻に会い、丹東まで撤退した。 

６月頃、国民党軍が丹東に進攻してきたので、労農学校は、丹東から更に、北西の鳳風城経由

寛甸,恒仁を経て、通化に向け移動。我等労農学校の学生約６０名殆どが石川県出身の満蒙開拓

青少年義勇隊員で、責任者は、延安から来た丹東市日本人民主聯盟の和田真一さんで、中国共産

党が派遣した通訳が同行、一個班の八路軍兵士が警護した。途中、東北抗日聯軍指揮官楊清宇烈

士の石碑を見学。彼は、日本軍との戦闘中、この地で死亡、解剖時の腹中には、草木痕跡が残っ

ていたと。 道中、われわれに、たまたま、同行していた八路軍の或る中隊の文化教員がタクト

をとって“八路軍軍歌"の指導をしてくれた。 

 

 八路軍軍歌 

     铁流两万五千里,走上着一个坚定的方向, 

     苦斗十年锻练成一支,不可戦勝的力量, 

     一旦強寇邊疆，慷概悲歌奔上戰場， 

     首戰平型関威鳴天響揚，首戰平型関威鳴天響揚， 

     嘿！游擊戰敵後方剷除偽政權，游擊戰敵後方堅持反掃蕩， 

     鋼刀插在敵胸膛，鋼刀插在敵胸膛，巍峨長白山塌塌鴨綠江， 

     收復失地除強椋，爭民族獨立，求人類解放， 

     這偉大的重大責任，都擔在我們的雙肩。 

 

新四軍軍歌 

光榮北伐武昌城下，血染着我們的姓名，孤軍奮鬥簍肖山上， 

繼承了先烈的塑勛，千百次抗爭風雪飢寒，千万里轉戰窮山野營， 

獲得豐富的戰爭經驗，鍛煉艱苦的犧牲精神，為了社會幸福， 

為了民族生存，一貫堅持我們的鬥爭，八省健兒匯成一道鋼鐵的紀律， 

八省健兒匯成一道鋼鐵的紀律， 

東進！東進！我們是鉄的新四軍！ 

東進！東進！我們是鉄的新四軍！ 

 

この２つの軍歌は、初戦の平型関勝利で、気勢を上げ、失地回復、民族独立と人類解放の理想

を歌っていることに、非常な感動を覚えた。この時は、「新四軍軍歌」は、まだ、知らなかった

が、１９５６年、上海の中国丝绸进出口公司に勤務している時、同室の中国人友人から教わった。

有名な話だが、平型関の戦闘で指揮官の林彪が負傷し、ソ連で病気治療後、１９４５年９月から

４６年末の間に、国民党との内戦を見越して、中国共産党中央委員会は、林彪を東北民主聯軍総

司令と第四野戦軍（中国東北地方）司令員（共産党指導の軍隊には、司令官が居なく、司令員）

に任命した。 

我々は、丹東から通化に向けて移動、行軍中、夜中に大雨のため、通化から来たトラックが山

間の舗装された道路を進行したとき、突如、道が崩れ、谷川に、車もろとも横転、そんなに深く

ない谷底に、二回転しながら落下。 米が入った麻袋と東北人民券（紙幣）の袋の下に、若い女

性と銀行職員数名が死体となって救出された。運転手は、顔、体の打撲で横たわっていた。 わ

れわれも駆け下りて救助にあたり、強心剤を打ったが駄目。お米と金を持って冥土へ行けたから、

以って瞑すべしと誰かが洒落にもならぬことを云ったが………。 
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通化市では、杉本一夫（本名、前田光繁）さんがわれわれを歓迎、大宴会が開かれ、中国共産

党のバックアップがあることを見せ付けられた。 

通化を発ったわれわれの行軍は、長白山の麓を歩いていた。時は、６月下旬台風が黄海、渤海

湾を北上し、丹東市あたりで上陸、鴨緑江に沿って来たものと思われる。強い風が吹いており、

昨夜の雨で、道には、彼方、此方に、水溜りがあるので、一列歩行。この辺は、大森林地帯で、

木材の産地として有名。道路の両側は、約５百メーター位、伐採されており、草が茂った原っぱ

になっている。その道路の両側に、高さ１４、５メートルぐらいの大木が残され、並木のように

並んでいる。この並木が強風にあふられ、上の方にある枝、葉が左右に大きく揺れ、道路に倒れ

込んだ。偶々下を歩いていた八路軍兵士が後ろから頭を直撃され、両眼球が顔面にぶら下がった

まま倒れ込んだ。また、傍を歩いていた日本人看護婦の足に、枝が当たり負傷。 

この有様を目撃したわれわれは、何時倒れてくるかもしれない強風で揺れる木々を見ながら、

右往左往しながら、逃げ惑った。 

その日の夕暮れになって、小高い峠のようなところに到着。野営地を物色中、土匪が急遽、食

料を置いて、逃げた後を発見。その晩は、久しぶりの白米と豚肉のご馳走にありついた。 

２、３日間、森林地帯を歩き、ようやく平原の村に入った。村の十字路の真んなかに、長白山

虎がうつむけに横たわっている。相当広い道をふさいでいるくらいの大きさだった。多くの農民

が虎を囲んでしゃべっていた。聞く所では、虎は、毛皮は、有名で、捨てるところ無く、骨も虎

骨酒になる。長白山虎は、世界で最大だと。 

我等は、大河の川辺の延吉市に入り、鉄道で、牡丹江を経て、ハルピンに到着。 

丁度、その頃（１９４６年９月）のハルピンは、日本人の引き揚げが始まっていた。その大仕

事は、後日、和田真一さんから聞いた話だが、最高責任者は、当時、ハルピンに、ソ連からロシ

ア人の夫人とともに、帰ってきた李立三（当時、中共中央委員会東北局）が担当された。それで、

和田さんたちは、李立三と何回も会い、日本人の引き揚げを相談したと。或る時、李立三さんと

話し合いをしている時、日本側の誰かの発言が、彼には、判らなかったらしく、『什么？』と、

額に縦皺を寄せて、問い返した。日本人幹部達は、『何しろ李立三コースだからな!』（中共党

史によると、当時、瑞金に首都を置いていたソビエット政権は、左翼極左、冒険主義的軍事上の

誤りを犯した。その代表的なものが李立三だと述べている）と恨みごとを言って陰で批判を行な

った。 

 

この時（１９４７年９月末）、国共両党は、第二松花江を、はさんで停戦協定中。丹東から来

た労農学校の生徒は、全員帰国。私は、和田真一さんの説得で残され、彼と一緒に、牡丹江の航

空学校（７１部隊と通称）（林弥一郎の日本陸軍航空部隊がそのまま、八路軍に参加）に行き、

政治部日工科文書（日本語訳:日本人工作科書記）の任についた。 日工科、科長は、和田真一。

後で判ったが、通化から杉本一夫さんが来るまでとの約束があった模様。それ故、杉本一夫さん

が牡丹江、実際は、更に、ソ連に近い、東安（黒竜江省密山）に来て、そこで、バトン・タッチ

が完了したので、和田さんと私が黒竜江省チャムス市の総後勤部総政治部民族科に移動した。 

チャムスの町に着くと、目抜き道路の電柱に、謝文東なる匪賊の首領の首が吊るされていた。

新聞「東北日報」によると、悪逆非道な謝賊を銃殺、見せしめにしたと。 

このようにして、私自身、何の自覚も無いうちに、自然なうちに、中国人民解放軍に参軍して

いた。待遇は、俳長（小隊長クラスの幹部）、科長は、営長（大隊長クラスの幹部で、食事も営

長から旅団長クラスまでは、中灶（日本語訳：中クラスの食事、因みに、小灶は、師団長クラス
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以上。大灶は、連長（中隊長）以下の俳長、下士官、兵の食事。） 

 

１９４５年～１９４６年当時の佳木斯市(チャムス市)は、第四野戦軍林彪司令、中共中央東北

局、新華社（通信社）など党政重要機関が一時、疎開していた。近所には、同じく、長春から来

た旧満州国造幣局の紙幣印刷の技術者も数名、家族を連れていた。私達は、そこで、長春から来

た菅沼不二夫（元上海共同通信社駐在員）グループと一緒になり、民主新聞を発行。 

民主新聞は後に、藩陽に移動、日本人の機関‐紙となる。菅沼氏は、帰国後、日中 

旅行社社長。 

１９４７年１０月、私は、衛生部政治部民族科に転勤を命ぜられハルピンに到着。直ちに、ハ

ルピン衛戍病院政治処民族幹事に派遣された。 

１９４８年３月から４９年５月までの約１年半の間、私は、ハルピン衛戍病院政治処の民族幹

事。この病院は、元偽満州国赤十字病院。１０名の博士号を持つ日本人医師が常勤。例えば、竹

崎外科医師は、虫垂炎手術の名手、僅か２,３分の時間で手術完了。 

または、大連からソ連海軍潜水艦で朝鮮海峡を秘密裏に潜水行して、ウラジオストックに来、

更に、国境、綏芬河を越えハルピンに来た森本耳鼻科医師など高名な博士多数がいたので、中国

よりソ連に病気治療、又は、休養を終えて帰国した幹部要人が多数検査入院した。例えば、毛沢

東の２番目の夫人 蘇子青など。このことからして、当時の政府がこの病院を非常に重視してい

たかが判る。 

私は、この病院で、政治幹事として、毎晩、日本人医師、看護婦、雑役夫など、約８０名を集

め、当時の政治情勢、戦局、当病院の任務などを話した。 

１９４８年１１月１日、藩陽解放、翌２日我入城、即日、私は、既に、ハルピン衛戍病院民族

幹事から東北軍区第３３後方病院民族幹事になっていましたが、早速、国民党が偽満州国から引

き継いでいた武田製薬会社（藩陽市鉄西地区の工場を含む）を軍事代表として接収に参加した。 

同年末、私は、吉林省柳河の第３３後方病院の民族幹事になり、三反五反運動などを展開、学

習を進めた。その後、１９５１年９月２５日の抗米援朝の前日、北京中央からの電報で、外国籍

の人は、急遠、北京に来るよう命令を受けた。そこで、北京近郊の通州の河北軍区第２後方病院

に移動、民族幹事の任に就いた。柳河からは、多数の日本籍医務人員を私が引率した。 

１９５３年通州第２後方病院の日本人医務人員の大多数は、日本に帰国。 

 

 

（5）北京郊外日本共産党党学校学生を命ぜられる 

 

１９５３年秋、私は、命を受け、新築の北京人民大学第一分院へ入学した。私と同様な、元中

国で解放戦争を戦った日本人が多数集まってきた。校長は、文山。明らかに偽名だが、日本共産

党幹部であることは、確かだ。学校の教職員、学生は、全て、本名を使わず、偽名を使うように

命ぜられた。 

学習内容は、１、政治経済学 当初は、ソ連より派遣されたマルクス主義経済学の講義。２、

中国革命問題 辛亥革命以降の、中国革命の歴史、毛沢東選集を中心に講義。 

学生は、一般学生は、３個中隊に編成され、１個中隊は、約、１０個班位、1個班は、約１０

人で組織され、班長は、学習委員を兼ねる。 

一般学生の外に、翻訳者と通訳を養成する中国語班とロシア語班の２班があった。私は、中国
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語班に入った。発音基礎から文法、更に、文学作品の翻訳、通訳実習。 

この学校は、元々日本共産党の軍事革命路線の幹部養成を目的に作られたが、徳田球一委員長

の北京での客死と日共の路線変更（軍事路線から議会制民主主義で多数をとる）により、上記の

ような学習内容になったと私が考えた。 

約２年の学習を終え、１９５８年５月以降、全員帰国となった。 

学生達は、各自の故郷に帰り、それぞれ職に付いたり、日共に入党したりした。 

 

（6）故郷日本へ帰国、就職と活動 

 

私は、１９６０年３月、大手商社に就職し、中国との輸出、輸入の貿易業務に、１３年間携わ

り、中国各地へ出張。その中で、最も大きなものは、帝人のポリエステル製造プラントを、上海

郊外、金自衛に、3年の歳月を費やして、完成。 

中国が初めて、導入した合成繊維のプラント。 

その後、私は、小林寛澄さん会長の「椰子の実会」（抗日戦争時に組織された日本人反戦同盟

の組織。八路軍の人は、日本語読みでは椰（や）、子は、四（し）。「八四（はちよん）戦友会」

とも言う）に参加し、活動中、現在に至っています。 

以上で私の回想録を終わります。 

以上 

水野正昭 

２０１１年１０月１５日 於東京 

 

 

参考資料: 

1、中国人民解放軍三大規律八項注意について 

中国辞典 上、下 ２冊 三省堂発行 

解放軍の伝統的な優れた規律；１９４７年１０月１０日人民解放軍総司令部が公布した。三

大規律とは、１）一切の行動は指揮に従う、２）大衆のものは針一本、糸一筋も取らない、

３）いつさいの捕獲品は公の物とする、八項注意とは、１）言葉遣いは穏やかに、２）売買

は公正の値段で、３）借りたものは返す、４）壊したものは弁償する、５）人を殴ったり、

ののしったりしない、６）農作物を荒らさない、７）婦人をからかわない、８）捕虜をいじ

めない。 
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水野正昭回想録骨子（目次）: 

（１）出生から学校卒業まで 

（２）大陸満州で就職、貿易を夢見る 

（３）関東軍に入隊、直後、敗戦を聞く 

――敗戦後の大陸の生活 

（４）軍国少年から共産主義信奉者へ変身 

――日僑労農学校学生 

――中国人民解放軍（八路軍）兵士 

① 寧省丹東市から鳳凰城、寛旬,恒仁,通化,長白山の麓を行軍、吉林省延吉、鉄道を乗り

継ぎ黒竜江省ハルピンヘ 

② 黒龍江省牡丹工航空学校（７１部隊）日工科書記（中国語文書俳長（小隊長）待遇 

③ 佳木斯総後勤部政治部民族科、東北軍区衛生部政治部民族科、同軍区ハルピン衛成病院、

第三十三後方病院政治処 民族幹事 

④ 華北軍区 衛生部政治部民族科、同軍区通州市第二後方病院民族幹事 

⑤ 中国北京郊外人民大学（日本人労農学校）第一分院 学生 

（５）北京郊外日本共産党学校学生を命ぜられる 

（６）故郷日本へ帰国、就職と活動 

① 日商岩井株式会社東京本社社長室中国貿易課課長在任中、毎年の春季、秋季広州交易会、

中長期の中国出張、石油化学など業界別長期出張（所謂、LT貿易、別名、蓼承志、高崎

達之助、二人の頭文字LとTを取ってLT貿易と称す）と駐在員を歴任。最大は、帝人のポ

リエステルプラントを浙江省金山衛に完成したことは上述のとうり。 

② 椰子の実会 会員 

以上 
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2012年5月1日 

中国問題私見 

水野正昭 

 

米国は、次に述べる段階をへて、国の戦略方針を転換させてきた。 

 

１、アメリカの中国内政干渉失敗から封じ込めに移行 

※ 蒋介石一派台湾へ、朝鮮戦争に米軍出兵、仁川上陸、３８度線北上が中国志願軍の侵入

を招く、中国軍は、３８度線で南下停止。 

※ 朝鮮半島の南北固定化を見て、中国封じ込め政策に転換 

２、アメリカは、封じ込めから、その延長線上にある現在の「責任ある大国としての役割を果た

せ」と中国に迫っている。 

※ アメリカの国力衰退（ベトナム、イラクなどからの撤兵、イラン、北朝鮮などに見る核

独占体制の崩壊など） 

※ リーマン・ショックに始まる世界的経済恐慌 

※ 巨大マーケットを持つ中国に世界的経済恐慌を避ける責任を取らせる以上がアメリカの

対中政策の変化から見た中国の外部環境である。 

中国の内部は、どのようになっているか？ 

１、５０００年の「改朝換代Jの歴史、新中国の成立（国家社会制度など） 

２、１９６６年～１９７０年文化大革命（反革命分子鎮圧、三反五反、地域、時期別整風運動) 

３、５回に亘る５ヵ年計画による政治、経済、文化、社会建設 

４、絶えず行なわれた反汚職粛清運動 

５、党内、政府各級組織、団体、企業、民間組織での数年に一回の整風運動 

 

主として、毛沢東の論文、著作で説明。 

 

例えば、次のような表題の論文、著作： 

 

① 中国労農ソビエット政権が何故存続で出来るのか? 

② 抗日戦争の持久戦を論ずる 

③ 人民民主主義専制（独裁）（特色ある社会主義社会建設）を論ずる 

④ 人民内部の矛盾を正しく処理する問題 

⑤ 人間の正しい思想は何処から来るのか 

⑥ 二つの哲学的論文、実践論、矛盾論（唯心論に反対し、唯物論に立って、弁証法で、全ての

社会問題を論述） 

以上 


