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 今年が日露戦争から百周年にあたるので、旧満州国を訪ねてみたいと思

い、はじめての団体ツアーで、はじめての中国へ行って来た。大連、瀋陽、

ハルピンを汽車で移動する６日間の旅程も手頃だった。  

 

日露戦争  

 戦線布告以前に攻撃するのは真珠湾がはじめてではなかった。百年前の  

２月６日、ロシアに国交断絶を通告、早くも２月８日には旅順口  のロシ

ア艦隊を攻撃している。宣戦布告は 10 日になってからからだった、とは

出発前の予習で知った。大連から西南西へ４０キロあまり、低い丘陵に囲

まれて大連市旅順口区がある。今でも軍港なので、中国の旅行社が引率し

ていないと外国人は拘留されるという。日露戦争最大の激戦、旅順要塞攻

防の戦跡を中国東北旅行社の若いガイドが案内してくれた。  

 乃木希典将軍麾下の第三軍が、 5 ヶ月余の時間と戦死者１５，４００、

戦傷者４４，００８名を費やして陥落させた本格的要塞の堅固さは、案内

されたその一角、東鶏冠山北保塁に今日でも明かに見ることができる。コ

ンクリート（当時の記述はフランス語でベトン）の掩蔽壁や掩蓋の厚みは

優に 1 メートル５０はある。兵員、将校の居住区は巾３メートル、高さ５

メートル以上はあろうか。二階の床の梁の穴が両側の壁の真中にズーッと

繋がって溝のようになっている。構内電話室の跡もあった。  

 あくまでも要塞正面突破にこだわる日本軍は、突撃正面への砲撃のあと、

歩兵の突撃というワンパターン。それを読んだロシア軍は、周辺砲台から

の挟撃と、ねばり強いスラヴ人歩兵の逆襲で日本軍を撃退する。この繰り

返しで、攻撃側の死傷は増えるばかり、攻略は遅々として進まなかった。

要塞戦に不慣れな現地軍、単調な作戦、それに大本営の戦争準備、武器弾

薬補給の不適切さも日本軍の損害を徒に増やしていったという。榴弾は不

足し、榴散弾中心の日本軍砲撃では厚いコンクリートは完全に破壊できず、

日本内地の沿岸要塞から移した２８サンチ（これもフランス語読み）榴弾

砲の破壊力に頼まねばならなかった。山腹に塹壕、坑道を掘りつつ攻撃を

繰り返した日本軍が東鶏冠山に突破口を開いたのは１１月も末であった。

下から掘り進んだ坑道出口と保塁の爆破跡が１００年の風雨に曝されて

いた。将校壕で直撃弾を受け戦死した勇将コンドラチェンコ少将を惜しん

で日本軍が立てた同将軍戦死の地の石碑が観光客の遊歩道のすぐ脇にあ

ったが、気に留める観光客は数少なかった。  

 有名な２０３高地は今回の周遊地の白眉であると密かに期待していた。 

東鶏冠山の山裾の道を西北西にとる。低い山々はかって日本軍を悩ませた  

望台、松樹山などの砲台が連なっていたにちがいない。道はいつか南西へ  

向かい左前方にやわらかな稜線の山が見えてきた。山頂には高い記念碑の

ような構築物があり、「あれが、２０３高地か」と思ったが、後になって

旅順市街を眼下に見下ろす白玉山だと知った。２０３高地は今や“景区” 

つまり景観地域に指定されており、緑豊かな丘に変身していた。荒涼とし

た禿山を想定していたが、ここにも百年の時が経過していた。  

 駐車場からやや急な道が山頂へ続いている。上り口には屈強な若者たち

が二人一組でベルトを肩にかけて吊るし、担架のように運ぶ竹製の輿を持

って客引きをしている。まさに客“待ち”ではなく、“引き”で道を塞ぐ



ように寄ってくる。彼らの間をすり抜けて登る。全て舗装された道を行く

こと６、７分で山頂に着いた。中国人の観光客に混じって、木立がとぎれ

て見晴らしのよい東南の縁に立つ。眼下は、緑濃い藪が一面に覆う斜面で  

目をあげれば、市街地の彼方に旅順口の港が一望できた。ボーっと霞んで  

のどかな景色である。停泊中の船影もない。港の対岸に西から東へ伸びる

老虎尾半島が北に鉤型に向きを変え細く水に没して、自然の港口水路を成

しているのが見える。旅順閉塞作戦、報国丸、廣瀬中佐、などなどが脳裡

に去来する。目を閉じれば、擱坐、沈没したロシアの軍艦の煙突やマスト

が浮かんでくる。あるいは、予習のしすぎだったかもしれない。  

 若いガイド氏の日本語の説明で我に返った。振り向いて、赤錆びた記念

碑を見た。戦死者の体や周辺から砲弾、弾丸の破片を拾い集めて作ったと

いう。砲弾型で薬莢部分と四角な台座の上に屹立している。港に向いて「爾

霊山」と漢字でレリーフの銘がある。薬莢下部の円形の穴とその下の台座

の四角い銘板を指差してガイド氏の説明が続く「この二つ合わせると、日

の丸、日本の国旗なります。みんな日本の方角向いています・・・」まさ

か・・・。銘板の文字は削ぎとられたのか、腐食したのか全く判読できな

い。北の一角には支那事変当時の中国軍のものとおぼしき牽引式二連装速

射砲が置いてあった。若い中国人観光客男女がタイヤや砲に坐って写真を

撮っていた。別の一角には説明板があった。中国語、英語、日本語だが、 

翻訳もいい加減。ＫＩＴＴＥＮ  ＮＡＩＫＩとは誰？、ああ、乃木希典の

ことかと日本語と対照して判読する始末。日本語では、ここの記念碑は「日

本の犯罪と汚辱の象徴」なのだのだそうだ。  

 すっかり木々に覆われた北斜面、覗けば２５度以上はあろう急傾斜。冬

将軍が出馬済みの１１月末から１２月・・・厳寒のなか日本兵たちはは身

を隠す物とてない裸の山腹を攻め上ってきたのか・・・。来た道を少し戻

って駐車場への道とは反対の木立の中を下ってみた。ホンの５メートルほ

ど下には最後の山頂守備線らしき散兵壕があった。急ごしらえとは思えぬ

作りの壕で深さは１．５メートル以上、石積みとコンクリートで銃眼もあ

いている本格的な塹壕が等高線に沿って山頂を取り巻いていた。半分埋も

れ、部分的に崩れて、木立の影のなかに埋もれているのが、いっそう「つ

わものどもの（悪）夢の跡」を思わせる。塹壕に沿って西へ向かって歩く

とまた登りになって山頂にでた。日本軍がまず取りついて確保した西南の

山頂である。ガラス張りの四角い２階建ての建物があった。屋上はアンテ

ナらしきものもあるが、展望台として開放されている様子も無い。日本軍

が最初に着弾観測所を設けて港の砲撃を誘導したのもこのあたりだろう。

記念碑が建つ北東側山頂の右手、東側に平地をへだてて白玉山が見える。

バスから見えた大きな塔は東郷元帥、乃木大将が発起人となって建てた慰

霊碑、白玉山塔だと後で知った。その山影に旧市街があり、百年前戦艦群

が停泊していた港が一望のもとに見渡せる。一面の凪ぎであった。靄がや

わらかく包む旅順口・・・明治は遠くなりにけり・・・日露戦争の風化を

象徴するような靄ではあった。  

 「旅順開城約なりて、敵の将軍ステッセル、乃木大将と会見のところは  

いずこ、水師営」と、なまりの強い日本語が古い民家の中に響く。会見場

専属ガイドの老人が写真や会見当日使ったテーブルを指して説明を続け

る。入ったところが九畳位の部屋で、それより少し広い部屋が左右にひと



つづつある、煉瓦積み、わらぶき屋根、土間のみの農民の家が会見場であ

った。会見後の唯一残る写真や一連の旅順戦蹟の写真の最後に、破壊され

た民家、荒らされた農地があり、斬首処刑現場の写真があった。日本兵が

取り囲み、見物している。腕組みして笑っている兵隊もいる。目隠しされ

た現地人を坐らせ軍刀を振り上げているあの構図である。「戦場とされた

中国の農民は、作物と農地をとられ、家を壊され、働かされ、殺されて大

変な苦しみを味わいました」老人の声がひときわ高くなった。庭の片隅に

柵に囲まれて裸の幹と枝だけの木があった。棗（なつめ）の木は、この百

年の間何を見てきたのだろうか。「日露戦争にはロマンがあった、そんな

気がして来てみたんだけど・・・」かってハルビンに暮らし、中学時代に

旅順戦跡を訪ねたことがあるという８３才のご老人が、憮然としてつぶや

いたのが印象的だった。  

  風化した日露戦争、三国干渉で租借権を手中にしたロシアが突貫工事

で築いた旅順要塞、そのために強制労働を課せられた中国人の苦しみや当

時の小国日本の危機感という側面には一切言及されることのないまま、日

本の侵略と残虐行為が、深く刻まれているのを実感した。若いガイド氏の

頭にもしっかりと・・・。  

 日本の植民地時代から、満州事変、満州国建国、さらに日中戦争につな

がる歴史の流れが、時代の文脈を一切考えずに、現在の中国の物指しだけ

で捉えられている危うさが、日中関係の将来に影を落とさぬよう願うしか

ない。  

 大連への帰り道、沿道のアカシアが白い花をいっぱいつけていた。バス

の中は、何事もなかったように静かで近くの座席から寝息も聞こえてきた。 

 

 

まぼろしの満州国  

 満州開拓団の青年男女が上陸した大連埠頭と大連駅の中間に、昔の大連

大広場がある。旧ヤマトホテルのロビーで見たセピア色の写真には東京正

金銀行、朝鮮銀行、警察署、イギリス領事館などがあったが、それらの建

物は現在もほとんどそのままの姿で広場をとりまいていた。今は中山広場

と呼ばれるているが、中山は建国の父、孫文の号。中国、台湾の至る所に

この名を冠した通りや広場がある。日本に亡命していたこともあるが、そ

れを知る人も今は少ないだろう。蒋介石や周恩来も日本に留学をしていた、 

そんな時代背景がダブってくる大連である。  

 アカシアの花の房をイメージした街灯が並ぶ大通りを走って、大連の駅

に着いた。７時過ぎではまだ明るい。上野駅の外観とそっくりなこの駅は

昭和１２年に改築を終えたと記録にあるが、その後も改装されたに違いな

い。とにかく大きい。二階が出発ロビーというコンセプトは昭和１２年と

変わっていない。今の空港ロビーと同じ発想だが、当時の満鉄主導大陸開

発の意気込みが偲ばれる。  

 大連から哈爾濱（ハルピン）までは夜行列車である。南満州鉄道が同区

間に流線型高速度特別急行列車「あじあ」を開通させたのは昭和１０年の  

９月。９４４キロを１２時間３０分で結ぶ東洋の「陸の王者」、近代科学

の粋を集めた「夢の超特急」、とは当時のパンフレットの惹句の抜粋であ

る。今晩の夜行寝台車は午後９：４２発、ハルピン着明朝０６：５０だか

ら、所用９時間８分、７０年の経過が３時間半の時間短縮に凝縮されてい



るような気がした。コンパートメントは上下２段の寝台が向かいあってい

る。上に上るのにはしごがあるわけではない。ドアの両側に折り畳んであ

る巾、長さともに１０ｃｍほどのステップを使う。エアコンもついている  

清潔かつ快適な部屋である。今夜は連れが町で買いこんだ老酒と白乾児、 

日本から持ちこんだ肴で酒盛りだ。定刻になると汽車は音もなく動き出し

た。車窓を灯りが滑って行く。中国東北部の初夏、遅い夜の訪れである。 

 ガイド氏のノックで目が覚めた。汽車はスピードを落とし、車窓を建物  

がよぎる。ハルピン駅到着である。白乾児（パイカル）特有の匂いが口中

に溢れている。ああ、今日はバスで寝ていよう。  

 うとうとする間もなく案内されたのは、ハルピンの旧ヤマトホテルであ

る。重厚なロビーに続いて食堂、通りに面して大きいガラスが開放的だ。

ポプラの綿毛がまるでぼたん雪のように舞っている。後日、旧奉天のガイ

ド氏が「５月の雪」と呼ぶと教えてくれたがまさにその形容がピッタリで

ある。朝食を済ませ朝の身じまいをした。トイレのドアを開けっぱなしで

しゃがんでいる中国人と目が合ってしまい、軽いカルチャーショックを受

けた。バスに乗り込むとき、先刻のトイレの男が運転手だと知った。  

 松花江の橋を渡って中の島「太陽島」へ向かう。かってはロシア人の別

荘ながあり、水浴場もあるリゾート地だったという。今は大きな公園で、 

それも工事中。工事は街中至る所で行われているが、ここでもか、とうん

ざりする。６月１日は中国の子供の日にあたるので、親子連れがおおぜい

公園に向かっている。少子化政策の所為か両親と子供一人か二人、親戚も  

含めた大人のほうが数が多いような印象だ。着ている物もファッショナブ

ル、子供達もかなり栄養過多と見受けられたが・・・。  

 かってキタイスカヤ通りと呼ばれていた中央大街、スターリン広場など

を巡るが、期待していたロシア支配時代の影響を色濃く残した街並みはど

こにいってしまったのだろう。新築の堂々たるショッピング・センターや  

高級マンションが目立つ一方、何の装飾もない四角い箱の集合住宅が圧倒

的な数で通りの印象を支配している。建築後の歳月で壁のくすみに濃淡は  

あるが、いまにも朽ち果てそうなものから築数年のものまで全く同じデザ

インである。各棟の階を貫いて張り出すガラス張りのベランダには、各家

庭の洗濯物、自転車、箱の類のがらくたまで雑然と置いてあるのが見える。

観光ならロシアが残した正教寺院か博物館でも見せてくれたほうが良か

ったと思ったのは私だけではなさそうである。ポプラや柳の綿毛が舞う、

埃っぽく、雑然とした街、というのが私のハルピンの印象である。中国の

東北っもやはり後進地域なのだろう。  

 車窓は空と広大な大地に占められている。汽車は長春に向け午後の黒龍

江省を南に走っている。グリーン車相当の「軟坐」車は快適だが、のべつ  

まくなしにお笑い番組らしいラジオを流しているのには参った。かって、 

日本が「王道楽土」の建設を謳って建国した満州国の首府「新京」が、今

は吉林省の省都の長春である。市内のレストランで名物、火鍋料理（日本

のしゃぶしゃぶと野菜鍋を合わせたようなもの）を食べた。羊の肉も白菜

も結構いけた。  

 駅前から南に大きい通りが一直線に走っている。満州国時代の軍事、行

政の中心で、旧市街の外、全くの荒野に建設された地域である。思えば、

満州事変（１９３１）の翌年の建国から、リットン調査団報告、国際連盟



脱退を経て、日中戦争、第二次世界大戦、敗戦に至る僅か１３年あまりに、

満州国と日本が歴史に刻んだものを、僅かながらも現在に残す街である。 

右手に大きな城郭建築が見えてきた。良く見ると日本の城の櫓が洋風煉瓦

建築の上に乗っているのだが、煉瓦の部分がちょうど城壁のようで、まる

で日本の城かと思わせる。この旧関東軍司令部は現在、吉林省共産党本部

でガイド氏いわく、「誰でも入れる場所ではない、私も入れない」。８３歳

のご老人が「懐かしいな。ここには日本大使館があって、父親が働いてい

たので  来た事がある」。旅順、ハルピンで幻滅を覚えたという彼の顔が

ほころんだ。彼の父親は東条英機の秘書をしていたそうだから、関東軍参

謀長時代、つまり東条陸相になるまえの昭和十四、五年のことだったろう

か。戦前の昭和の、そして勿論満州の記憶を持っている人々も珍しくなっ

た今日、何か、歴史の証人の話を聞く思いがした。  

 つまらない、じつにお粗末な撮影所を見せられた。仕事がない「長春電

影制片廠」を“生命維持装置”をつけて観光に生かしている感じである。

これも満州国時代昭和十四年誕生の満州映画協会スタジオに他ならない。

廊下の写真の俳優達の顔も全く馴染みのない中国人男女だ。ガイドの説明

に李香蘭、撫順生まれで奉天育ちの日本人、山口淑子の名前が出て、かろ

うじて興味がつながった。今は屋外セットもなく町中の倉庫然とした場所

に中国人観光客が結構訪れていた。  

 門を入るといきなり大きな石のモニュメントが目に飛び込んできた。ク

リームパンのように平べったい石面に「勿忘、９・１８」と大書され江沢

民の署名が入っている。ここは「偽」満州国「偽」皇宮つまり、日本が清

の最後の皇帝溥儀を担いで満州国皇帝に据えその皇居としたところであ

る。居住区、内廷と執務区、外廷に分かれているが、「同徳殿」と呼ばれ

た外廷には、日満友好を象徴するために作ったと説明された日本間があっ

た。最近改装されたようでニス塗りの柱、床、はてらてら光り、曇りガラ

ス張りの障子の桟の太いこと、などなど、当時、日本人が直接手を染めて

建てたに違いない宮殿とはとても思えない、あきらかに「偽日本間」と見

て取ったのは、偽、偽と繰り返されるのに辟易した私の僻目であったろう

か。溥儀皇帝は即位後間もなく自らに何の実権も無いのを覚り、外廷には

殆ど寄りつかなかったと説明があった。蝋人形で溥儀が関東軍司令官の  

訪問を受けている情景では、“軍帽を被ったまま”の日本軍人のカーキ色

軍服、赤地に金の肩章、襟章、軍帽がやけに目だった。内廷入り口の「９．

１８忘れることなかれ」は、１９３１年９月１８日、満州事変の発端とな

った柳条湖事件を指している。関東軍参謀石原莞爾中佐らの謀略で満鉄線

路が爆破され、それを中国軍の仕業として、日本は長い戦争に突入する。

日本では殆ど忘れられた日中間の歴史事実が繰り返し語られる中国の被

侵略者、被害者意識は現在の中国国民に深く浸透している。江沢民時代の

反日キャンペーンの産物でもあろうか。  

 並木の大通り、緑濃い公園、重厚な建物、豪壮な新築アパート、現代的

ショッピングセンター、ここ長春も新旧雑然である。旧関東軍司令部を左

に見て駅前の昨夜泊まったホテルに向かう。旧ヤマトホテルの新館だった

が、今度は隣の旧館、つまり旧ヤマトホテルで昼食である。食堂の大きな

ガラス窓から工事中の駅が見える。それにしても汚いガラスではある。ほ

こりがひどいのは判るが、こんなに汚れたままでよくお客様を迎えられる  



ものだ、と妙な感心をする。ついでに言えば長春は車の町だそうだ。長春

第一汽車（自動車）の工場があって、高級乗用車「紅旗」を作っている。 

 赤い夕陽の満州を南下する列車は今日の目的地、瀋陽（旧奉天）が終点  

である。車窓に広大な農地がひろがる。村落も見えないのに、ぽつん、ぽ

つんと点の様に人影が見える。手に鍬を持って作業をしているようだ。農

業機械は殆ど見ない。水田もところどころに見える。田植え前で一面に水

が張ってある。短粒米が 1 キロ 4 元（ 55 円）だと長春で聞いた。線路際

や遠く農地のところどころに防風林が見える。満州国時代には無かったの

だろう、細い若そうな木である。ガイド氏に尋ねたら楊樹と言うのだそう

だ。線路は真っ直ぐに走り続け、たまに横切る道路は全て立体交差である。

枕木も電柱もコンクリート製である。ひとしきり賑やかだった中国人の一

団が静かになった。うるさかったラジオ放送もやんだ。列車は大きい駅が

近づくと速度を落とす。  

 泥瓦だろうか、まったく土と同じ色の屋根が、でこぼこの土の通路を隔

てて幾棟も幾棟も、幾列も幾列も続いている。長屋の屋根は波打ち、低く

うなだれて、泥壁には古い自転車が立てかけてあったり、ダンボールが積

んであったり・・・軒下には洗濯物が干してある。人影といえば遊んでい

る子供がちらほら見えるだけだ。満州の、いや中国の別の顔が駅に近い線

路脇に覗いている。雑然と並ぶ倉庫群、石炭の山や、ターンテーブルのあ

る機関庫もかっての日本の鉄道を思い出させる。ゆっくり通り過ぎる駅構

内の看板の意味を想像するのも楽しいゲームである。簡略漢字の元の字を  

当てるのは、そうとう柔軟な頭が要る。こざと偏に日と書いて陽、鳥居の  

形が開、つまり門構えの中だけを使ったもので、どうも偏とつくりの上下  

一部を組み合わせたり一部だけを生かすようだ。機械の機が机になってい

るのは音を使ったのだろうか。メモをとらなかったが「線路横断禁止、  

跨線橋を通ってください」という意味の看板があった。ということは、ホ

ームから線路を渡る人間がいるわけだ。何でもあり、の中国らしい。  

 瀋陽は清朝発祥の地である。清朝最初の都であったが、北京に遷都後は

奉天と称し、１９４８年までその名が続いた。日露戦争の奉天会戦の勝利

が日本の陸軍記念日（３月１０日）だと知る人も今は少ない。馬上の大山

元帥以下日本軍が堂々と入城する絵を見たのは講談社の絵本であったろ

うか。当時の奉天城の面影は全く無く、バスの通りすがりにチラッと見え

た城壁のごくごく一部がビルに貼りつく様に残っているだけだった。    

 清朝初代、二代の皇宮であった瀋陽故宮と二代皇帝の陵墓、北陵を見た。 

故旧の裏に高層建築が建ってしまったが、城壁らしきカモフラージュを施

して辛うじて景観を守っていた。１７世紀始めの建物群に囲まれた中庭か

ら、高層ビルが 1 棟空を切っているのが見えた。  

 故宮所蔵の宝物は北京のそれよりも少なく、台北の偽故宮の所蔵物が一

番だ、との説明があったが、台北の故宮博物館は昔の宮廷ではなく、新し

く作ったものなので「偽」呼ばわりされている。それにしても、瀋陽故宮

の玉細工、焼き物、書画を見る時間が 10 分間とは唖然とした。北陵は広

大な庭園の中の長い参道の突き当たり、掘りの橋を渡った先に、高い城壁

に囲まれている。まさに「奥つ城」である。瀋陽に来て始めて触れた中国

の歴史的遺産は、音を立てて進行する近代化の波に抗して生き延びること

が出来るのだろうか？物理的だけではなく、文化的にも歴史と現代の調和



が大切であると痛感した。  

 列車は大連に向かっている。夕陽が地平線に沈む様は雲に遮られ見るこ

とが出来なかったが、往時特急アジア号の車窓から見えた風景とそう大き

くは変わっていないのではないかと想像する。村落の数は増えたに違いな

い。防風林が点景になったのも変化かもしれない。大連が近くなるにつれ

農地に白い縞模様が描かれている。ヴィニール栽培である。日本の農業技

術が入っているようだ。にもかかわらず地平線ははるか彼方。旧満州は依

然として果てしなく広がる大地である。  

 満州国とは一体何だったのだろうか？日本軍国主義の夜郎自大な野心

が日本の官僚や貧しい農村の人々を巻き込んで作り上げた虚構だったの

だろうか？当時建設されたインフラや建造物こそ現在も使用されてはい

るが、日本人観光客むけの説明には登場しても、中国人の日常に「満州」

が介在するとは決して思えない。登場しても常に「偽」が冠せられる現実

は旅行中にも実感したところである。  

 もともと満州族、漢民族、朝鮮族、蒙古族と日本族の五族さらに、北方

少数民族、ロシア革命後逃げてきた白系ロシア人などがそれぞれに生きん

がために鎬を削っていたのが満州である。「五族協和」、「王道楽土」を謳

って、多民族国家の理想を掲げても、当の日本族（人）が、誇りに思う日

本国籍を捨てて満州国に帰化するつもりはさらさら無かったので、国籍法

は出来ず終い。リットン調査団の結論「住民の意志に基づかない国」、を

裏付ける「国民」不在の国家という事実が、満州国の実態を象徴的に物語

っている。  

 ノスタルジーを求めて旅する日本人を迎えるのは、紛れも無い中華人民

共和国、それも猛烈な速度で過去を破壊し建設を進める東北三省の現実で

ある。偽満州国の後ろ盾、日本への怨念を深く刻んだ・・・。まぼろしの

満州国よさらば。   

 

 

東北片々  

 

  

夥しい人の波  

 ひとの多さには慣れているはずの日本人が、大連、ハルピン、長春、

瀋陽、と巡って見て、何か異質の人波に圧倒される。駅の賑わい、駅前の

人の多さ加減には驚かないつもりだが、整然と列が動くという人波ではな

いのである。けたたましい声が聞こえるので見ると改札係長とおぼしき制

服のご婦人が部下か乗客かを怒鳴っている。大荷物を提げた乗客達が我先

に改札へ殺到する。列など無い。辛うじて我々団体が 2 列で通りぬける脇

の改札は修羅場とさえ言える。駅前には迎えの人か、時間待ちの人か、客

待ちか目的はいざ知らずじーっと立ったり、坐りこんだり、工事の柵に越

しかけたり、無秩序に実に沢山の人がいる。街は至る所工事中である。大

勢が早朝から働いている、と早起きの友人が散歩から帰って教えてくれた。 

 

交通マナー  

 そんなものがあるのかどうか。自動車は警笛をよく鳴らす。人が横断中

でも止らない。人もどこでも構わず横切って行く。我々には渡るきっかけ



がなかなか掴めない。皆で渡れば怖くない、どころかそれでも怖いくらい

だ。駅前などではバスの右側に車が割り込んできて、我々が乗り降りする

側を無理やり通る。人も車もオートバイも、自分が好きなように走ってい

るだけ。事故も大いにあるに違いない。ガイド氏が「ここの交通規則は度

胸」と言っていたのは至言だ。  

 

ファッションとコピー商品  

 ファンシーなお店に入ったわけではないが、街行く人の服装がとても良

くなっている。といっても、一昔前に海外で見かけた中国人観光客と比べ

てのことだから最近の経済発展のスピードなら至極あたりまえなのだろ

う。特に若い女性がファッショナブルだ。満州族は体格が良いそうだが、

背も高くスタイル抜群のせいで、着ているものまで良く見えるのかもしれ

ない。いや、考えてみれば日本や欧米で買うブランド品がほとんど中国製

なのだから、偽ブランド品といっても、本物を中国価格で買えるわけだ。

ブラジルの友人の話を思い出した。偽グッチのハンドバッグを中国で買っ

てブラジルで使っていたが、こわれたのでブラジルのグッチ正規店へ持っ

ていったら修理してくれたという。つまり正規の受注量より多めに作って

その分を偽で売るのだから、品物は全く同じという仕掛けなのだそうだ。 

 敦煌出身で実家は日本企業と合弁で製造業をやっているという２６才

の青年が我々のガイドである。親の事業のために日本語を勉強してこいと

言われて大連に来たがそのまま日本語ガイドになった、という。なかなか

かっこいい青年でおば様達に人気がある。彼の赤いＴシャツにもポロのマ

ークが入っている。年収は３０万元（四百万円）だから中国では大変な高

給取りである。夢はメルセデス・ベンツを買うこと、と言っていた。街に

はピカピカの新車が多い。世界中のメーカーが出ているが、数ではＶＷが

一番多い。オートバイは現地ブランドばかり。大型のホンダを数台見ただ

けである。コピー商品に駆逐された日本メーカーの無念を思った。「偽」

満州国の仕返しかな。「本田通用産品発電机維修」と書いたホンダの汎用

製品の修理屋さんの前を通りすぎた。ホンダさん、大丈夫ですか？  

 バスと並んで走っていたスクーターに注目。メロン色のメタリック塗装

に同じメロン色系の洋服にスカーフ。同じ色のヘルメット！スカーフが粋

になびいている。颯爽と乗っている若い女性に思わず拍手したくなった。

猥雑な交通地獄に舞い降りた、これぞ「掃き溜めに鶴」というものだ。  

 

自動銀行服務  

 何のことだか判りますか？駅の構内に「交通銀行 24 小時自動銀行服務」

というサインがあった。近寄ってみると、これがＡＴＭである。それにし

ても、駅構内で 24 時間開いているＡＴＭとは凄い。日本で銀行や駅に 24

時間使えるＡＴＭがあるとは知らない。日本の銀行のサーヴィスも競争力

も誠にお粗末。中国に追い越されるのは時間の問題？！  

 

公民道徳規範  

 今の中国では簡略漢字が使われているからそのつもりでお読み頂きた

いが、大連駅で「問事処」（インフォーメーション）の隣の壁に、目立つ  

文字で書いてあったのが、公民道徳規範である。  

曰く、愛国守法、明礼誠信、団結友善、勤倹自強、敬業奉献、の五項目で  



ある。ガイド氏に訊いたら学校で教えているものだそうだ。  

 孫引きで恐縮だが、ベネデイクト女史の古典的（？）日本文化論「菊と

刀」の中に、日本人の感情の世界を論じる章（第 9 章）がある。中国人と

対比して彼女は“中国人は仁、義、徳を絶対の規範にまで高め、それを満

たせなければ、すべての人も行動も欠けるところありと断ぜられる。‘道

徳規範は中国人には良いものだ、彼らの劣等な本性がかかる人為的な束縛

を必要としている’と 18 世紀の偉大な神道学者、本居宣長は書いている”

（英文同書１９１ページ、訳文文責は筆者）と国学の大家を引用している。

さて、今日の中国と日本を対比してどうだろうか。  

 

シナへシナへと草木もなびく   

 支那と表記するとＯＯ新聞から文句が出そうなので、カナで語呂のよさ

を残したつもり。中国へ、中国へ、では筆が進まない。それにしても各国

企業の中国進出熱は凄い。日、米、欧は勿論、台湾、韓国などなど、万国

資本見本市の観すらある。自動車は言わずもがな、流通でもウオルマート

（米）やカルフール（仏）メトロ（独）、イトーヨーカドー（日）など、

各国大手が出揃い、あらゆる業種で外資が、合弁、独資（ドイツ資本では

ありません。外資１００％という意味）それぞれの形態で進出している。 

 13 億の人口、広大な国土と資源、経済開放以後の高成長、ＷＴＯ加盟

など世界標準受容への動き、など魅力ある誘因である。今回の旅で東北 3

省の、それもほんの一部を覗いただけでも、人の多さ、そのどう表現して

よいかわからないエネルギー、至るところの建設工事、大規模開発を目の

当たりにして、これは放ってはおけない市場だな、とつくづく思う。だが

待てよ、浮かれすぎではありませんか、というのが私の実感でもあった。 

 毎年 150 万台のペースで自動車販売が増えるわけがないでしょう。所得

が伸びて、毎年あらたに車が買えるようになる階層がそんなに増え続けま

すか。大型店舗がどんどん建てられているが、お客は入るのですか。完成

した豪華マンションの群れがあちこちにあったが、入居者の気配がほとん

ど感じられない不思議・・・。市場経済が本物だとしたら、これから物凄

い淘汰の競争が始まるのではないか。そんな疑問がつぎつぎに湧いてきた。 

 何でもあり、つまり何もルールがない、自分中心の｢向銭看｣の強い人び

と。少子化政策世代の台頭。コピー商品の氾濫、不正競争。官僚統制、そ

れにつきまとう汚職。ご都合主義的に変えられる政策。早過ぎる発展につ

いて行けぬインフラ。富の偏在、貧富格差拡大による社会不安の増大、特

に都市（失業率７％）と農村の格差の大きさは今度の旅の鉄道沿線を観察

するだけでも容易に察知できる。  

 こういった諸々のマイナス要因を呑み込んで奔流のように突き進む中

国経済を良くも悪しく支えるのが共産党一党独裁の政治である。 2008 年

オリンピック、 2010 年上海万博くらいまではこの体制が保つのであろう

が、さてその先は・・・。大きな疑問符がつくところである。    

 とにかく大きい国である。地方ごとの事情、人情も違い「平均的中国」

が無い国とも聞く。競争原理が働くから、われもわれもと出て行かざるを

得ないのも良く判るが、敗者にならない方法、矛を収める方法をよくよく  

考え、用意して行く事が肝心である。旅から帰ったら、北京自動車ショー

には、ホンダＣＲＶと外観そっくりなＳＲＶというモデルが出品されてい

ると新聞で読んだ。また、車の製造会社毎に販売網を作ることが義務づけ



られ、ホンダのすすめる、全国統一ブランドの販売網作りにも影響が出る

と報じられていた。二輪車の教訓をたっぷり学ばされているから、よもや

間違いはあるまいが、過度の中国依存にならないよう経営の舵をとって  

頂きたいものである。■ 2004 年 6 月  


