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満洲引揚者をめぐる被害者言説の形成 

The Making of Victim Discourse about Japanese Repatriates from 
Manchuria 

劉 罡 

LIU Gang 
 

After World War II, about 6.6 million former Imperial Japanese soldiers and civilians were sent home by 

Allied forces. Especially, there were about 1 million Japanese civilians who returned from Manchuria 

(known as northeastern part of China) between May and October in 1946. Japanese repatriates from 

Manchuria were always described as war victims in postwar Japan. This article explores the making of 

victim discourse about them, and the possibility to overcome victim discourse. The article consists of four 

sections. First, previous studies at literature, history and sociology are summarized to point out that there 

are diverse discourse about Japanese repatriates from Manchuria. And I determine that victim discourse is 

the main thinking in postwar Japan. Second, from politics and media, how victim discourse about 

repatriates from Manchuria was constructed by aid and relief is demonstrated. In order to support my 

argument, I have quoted some official documents and newspaper articles which have been always 

describing repatriates as needy people, and thus built up the presentation that these repatriates have been 

rescued. As far as I am concerned, repatriates were alienated from post-war society. Also, I have focused 

on the national identity in postwar Japan to figure out what the relationship between national identity and 

victim discourse is for the repatriates from Manchuria. In this section, I have concluded that victim 

discourse has been integrated into national identity, and the integrating process also played an important 

role in restricting the narratives of repatriates. Forth, I tried to find the possibility of overcoming victim 

discourse. I have chosen ABE Kōbō who is called stateless novelist and one of his famous novels---

《Beasts Head for Home》 (『Kemonotachi wa kokkyō o mezasu』). From this novel, we can see the 

differences of hierarchies between the metropole Japanese and their counterparts, also as Japanese, in 

colonies.In addition, for the victimhood of colonial, ABE resisted integrating it into national identity. In 

conclusion, I have summarized that the making of victim discourse about repatriation from Manchuria is 

not only for the purpose of national identity integration, but also constructed by repatriates themselves in 

postwar Japan. But during the process of constructing, there is also a resist which is a method to 

overcome and deconstruct it at the same time. 

 

キーワード 満洲 Manchuria  引揚者 repatriation 被害者言説 victims discourse  安部公房 

ABE Kōbō 戦後日本 postwar Japan 
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はじめに 

 

 2002年から全国規模で 627名の中国残留日本人による国家賠償訴訟運動が広がっていた。

2007年 7月に「中国残留邦人等支援策」の改善によって、一応中国残留日本人と国家との和解

を迎えた。敗戦後、すぐに集団引揚げに加わることができなかった日本人、主に残留婦人と残

留孤児は中国に残留させられた。1972年の日中国交正常化以降、特に 81年の「残留孤児訪日

調査団」をはじめ、本格的に中国残留婦人と中国残留孤児の帰国事業が行われたと言える。し

かし、中国から帰ってきた彼らはなかなか日本社会にうまく適応できず、異質化の対象である。

南の調査によると、京都原告団帰国者二世・三世のホームページの掲示板には「残留孤児よ、

自分達が努力もしねえくせに国のせいにしてんじゃねえぞ。自分で努力しなさいよ。国に頼ら

ないで！手も足もあるし」という差別的なコメントが書き込まれた1。自らの社会的地位を上げ、

中国残留日本人の存在がより多くの人々から理解されることを目指し、国家を相手に賠償訴訟

運動が始まったのである。国家賠償訴訟運動により、全国各地の中国残留日本人のネットワー

クが強化された一方、他者としての存在も広範囲で広がったと思われる。しかし、戦後間も無

く中国残留日本人よりも早く引揚げてきた日本人、即ち引揚者は現代社会においてどのような

眼差しで見られているだろうか。「戦争被害者」の一部として位置付けられると推測できるが、

例えば、中日新聞で「ソ連兵へ「性接待」重い口開く被害者」2という満洲引揚げにおける戦時

性暴力についての記事が掲載されている。また、今年 NHKが制作した特集ドラマ「どこにもな

い国」3で、「命をかけた、満洲からの脱出」というソ連軍による被害物語が紡がれている。も

ちろん、満洲引揚者をめぐる言説には、被害者言説のみが存在するわけではない。満洲引揚者

についての語りは決して一元的ではなく、階級差、世代差、ジェンダー差などにより、多様化

しているのである。しかし、現時点において満洲引揚者をめぐる多様な言説は被害者言説を中

心としていると思われる。以上を踏まえ、本稿では、敗戦後に絶えず生産されてきた満洲引揚

者をめぐる被害者言説の構築メガニズムを明らかにすることを目的とする。 

本稿では、満洲引揚者に関する公文書、新聞記事、文学作品などのテキストを分析する。第１

節では、満洲引揚者をめぐる言説に関する先行研究をまとめ、中心である被害者言説を確認す

る。第 2節では、引揚政策とメディア宣伝を通して、満洲引揚者をめぐる被害者言説が国家レ

ベルで如何に構築され、規定されてきたかを検討する。また、個人レベルでも、被害者言説に

対して引揚者自身が如何に反応したかを明らかにする。第 3節では、満洲引揚者をめぐる被害

者言説、あるいはナショナルな被害者言説に抵抗する逸脱した日本人の存在について確認する。 

 

1 満洲引揚者をめぐる言説に関する先行研究 
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 戦後日本における満洲引揚者の言説に関する先行研究は主に社会学、歴史学、文学という三

つの分野で展開されている。まず、文学の分野においてポストコロニアル文学研究と結びつき、

例えば、尾崎秀樹『旧植民地文学の研究』（1971）、川村湊『異郷の昭和文学―「満洲」と近代

日本』（1993）、朴祐河『引揚げ文学論―新たなポストコロニアルへ』（2016）、西成彦『外地巡

礼』（2018）などの研究が挙げられる。川村は引揚げ文学を満洲旅行記や開拓文学とともに、帝

国日本の海外拡張とその崩壊の歴史の流れを語る「満洲に関する文学」4という枠組みに組み入

れた。また、「日本は、敗戦後二十数年を経た今でも、まだ旧植民地問題についての精神的な決

算書をまとめてはいない」5と、尾崎は指摘し、帝国日本から戦後日本への転換プロセスにおい

て、旧植民地文学、あるいは引揚文学の重要性を提起した。次に、歴史学の分野において満洲

移民史研究会が編集した『日本帝国主義下の満洲移民』（1976）は最も基本的満洲移民の歴史研

究であると言える。戦後社会では「満州国」は「負の遺産」と言われ、国策であった満洲移民

事業は帝国日本の中国東北地区への植民行為であったという歴史的認識によって、帝国日本主

義の加害者性は見出せることができる。最後に、社会学の分野の分野において蘭信三『「満州移

民」の歴史社会学』（1994）、坂部晶子『「満洲」経験の社会学』（2008）などの研究が挙げられ

る。蘭は満洲引揚者への聞き取り調査を行い、彼らの満洲開拓生活、敗戦後の満洲での難民生

活、引揚体験、戦後国内の開拓生活、中国での残留生活と最終帰国後の生活などというライフ

コースを考察する上で、「従来非常に単純化されてた
〔 マ マ 〕

満州移民についてのステレオタイプを修正

し、その多様な側面を明らに」6する。さらに、坂部は植民地の経験を分析するとき、生きられ

た日常生活から日本側の満洲引揚者と、植民された側の中国東北人への聞き取りを分析し、満

洲引揚者をめぐる言説の多様化を示唆している7。こうした当事者への聞き取り調査を中心とし

た先行研究を踏まえ、敗戦直後の引揚政策とメディア宣伝を通して、満洲引揚者をめぐる多様

な言説の中で、中心とする被害者言説がいかに構築されたのかを分析する。 

   

２ 引揚政策とメディアから見る満洲引揚者をめぐる言説空間 

 

満洲からの集団引揚が行われた 1946年当時、引揚者自身が発信できる社会環境が整っていな

かったため、満洲引揚者をめぐる言説は当時の引揚政策とメディアによって大いに左右された

と思われる。引揚政策の面から見ると、引揚者は上陸した後すぐに本籍地に戻ることができず、

最初に各地方の援護局で上陸の手続きを終え、引揚船内で作成した「引揚証明書」を交付され

ることが必要である。「引揚者はこの証明書を交付されて初めて、公的に「引揚者」の資格を取

得し、居住地までの援護及び定着後の援護を受けられることとなった」8。具体的な援護という

と、「①船内での検疫、②上陸後の入国・検疫・税関検査等、③宿泊・給食、④引揚げ手続き、

⑤応急必需品や援護金の支給、⑥引揚者と留守宅の連絡、⑦引揚列車による落着先までの運送
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など」9が挙げられる。これらの引揚政策を通して、〈救済と援護〉とされる満洲引揚者の表象

が作られてきたのである。 

一方、アメリカ軍の占領下に置かれた戦後日本では、メディア報道が検閲制度により厳しく

統制されたため、メディアは占領軍の一つの宣伝手段であると言っても過言ではないであろう。

引揚政策に合わせて、メディア空間でも〈救済と援護〉とされる満洲引揚者表象が広められる

ことになる。その中でも、新聞報道が戦後日本における引揚げの注目度の上昇に影響していた

と言える。例えば、満洲集団引揚が開始された 1946年の朝日新聞を見てみると、これらの記事

は満洲集団引揚の進捗状況を報告することだけでなく、「内地」日本人に満洲引揚者の〈救済と

援護〉を呼びかける機能を果たしている10。引揚政策と新聞記事を併せて見ると、主に身体面

と生活面において、満洲引揚者は〈救済と援護〉の対象として位置付けられる。 

本節では、〈救済と援護〉とされる満洲引揚者の表象がなぜ構築されたのかを探ってみたい。

そして、この表象と、戦後日本における支配的言説、即ちナショナルな被害者言説との繋がり

を明らかにしたい。 

2.1 被救済者としての満洲引揚者：身体面 

 

戦後、「GHQとアメリカ政府は小麦粉、大豆、脱脂粉乳などを提供した」11。これは日本人を

戦時中の栄養失調から救済する占領軍の政策であると言える。また、戦後日本でコレラと赤痢、

発疹チフス、天然痘などの伝染病が広がったため、占領軍は日本人を蝕んでいたこれらの脅威

を避けるために、公衆衛生環境に非常に敏感な姿勢をとり、広範囲で日本人に対する身体検疫、

特に DDTの使用と予防接種によって、伝染病の患者数を減らそうと努力した。つまり、日本人

の身体を検疫することは占領軍の一つの救済手段であった。しかし、五十嵐恵邦は、この保健

衛生対策について、「DDTは占領軍の権威を目にみえるかたちで示した。敗戦国の住民として、

衛生の名においてだまって受け入れなければならない処置だった」12と評している。占領軍に

よる DDTの使用は、日本人が不衛生であるばかりではなく、消毒すべき対象として捉えられて

いたことを意味しているのである。これは軍事的かつ精神的に日本を占領する証拠であると言

えるであろう。文学作品であれ、社会調査書であれ、帝国日本時代、満洲や朝鮮をはじめとす

る植民地域に従来住んでいた人々は不衛生な存在として扱われていた。例えば、大連の中国人

クーリーについて、清岡卓行は自伝小説『アカシヤの大連』で、安い労働力であるクーリーの

匂いを「汗臭い」、「大蒜の匂い」と描写することで、下層階級におけるクーリーの劣悪な衛生

状態を示している13。また、『在神半島民族の現状』という報告書には、神戸にいる在日朝鮮人

の衛生状態を「一般ニ衛生思想ニ乏シ、現在着衣ノ常ニ一種ノ臭氣ヲ放テル者往々アリ」14と

述べられている。しかし 1945年 8月 15日を境に、朝鮮人や中国人を不衛生な存在あるいは遅

れた人種と見なしていた多くの日本人は、一転して、占領軍によって自らもそこに組み入れら

れてしまったのである。 
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DDT使用は、「外地」、特に満洲地域からの引揚者に対して非常に厳格に行われている。前期

集団引揚の最中、1946年 8月 10日付の『朝日新聞』「満洲引揚者厳重検疫」という記事に次の

ように書かれている。 

 

満洲におけるコレラ蔓延の状況に総司令部では九日葫蘆島よりの満洲引揚者上陸地

佐世保、博多両港に厳重な検疫制度を設けると指令した15。 

 

上陸する前、引揚船内で検疫を行い、その後連絡員が引揚状況の調査、外地引揚調査票の受

領などの連絡事務を行った後、引揚者の上陸を許可した。そして、「引揚者は、検診を受けて入

浴をし、入浴後には、新品の衣服が支給され、着用してきた衣服及び携行品等は、消毒の後、

翌日返還された。その後、検査場で種痘、各種予防注射、DDT消毒等を受けた」16。占領軍と日

本政府が当時の「内地」における衛生環境を考慮した上で、伝染病の感染源を日本に持ち込ま

せない対策したことがわかる。しかし、この「消毒」により、引揚者は余計な屈辱を感じさせ

られた。倉本和子は自伝小説『満州の遺産』で次のように述べている。 

 

一列に並ばされた我々の一人一人の衿を首の後ろから引っ張ってホースを差し込み、

D・D・Tという粉末の消毒剤を背中に吹き入れた。 

「進駐軍の命令です」 

抵抗する者があればそう言って簡単に片付けられた。進駐軍！そうだ、日本はアメリ

カに占領されてアメリカの支配下にあったのだ。うっかりしていた。そうだとも、満

州から放り出されて「捨て荷」となった我々ではないか。……D・D・Tで消毒しよう、

この蛆虫どもを。よく帰って来たな、蛆虫どもよ。よく帰って来たな、この旭日の国

へ17。 

 

 引揚者は戦後日本にとって、「捨て荷」、「蛆虫」である。引揚者は DDTを振りかけられた後、

最終的に上陸を許可される。引揚者への DDTの使用は、まるで浄化されるべき存在であり、帝

国日本時代を生きた引揚者の心身から帝国日本の罪や不潔さを取り除く儀式であると考えられ

ると同時に、象徴でもあると思われる。ただし、たとえ DDTを振りかけられても、満洲引揚者

というラベルが剥がれることはなく、戦後日本で常に区分され続けるのである。 

確かに、戦後の「内地」日本人と引揚者は両方とも検疫される対象であったが、占領軍によ

る保健衛生機関の機能の回復と共に、「内地」日本人の衛生状況は徐々に快方に向かっていった

ため、引揚者のみを検疫の中心とする社会環境が醸し出された。例えば、前期集団引揚によっ

て約 100万人の満洲引揚者が帰国したが、ある医師は彼らがもたらした衛生問題について、『朝

日新聞』に「ノミもうつすチフス」という投稿を行っている。 
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一名満州チフスともいい、満州と交通の多い人がよくかかったものだが、最近満州か

ら帰還する人が多くなるにつれて、これが増加するのは当然である。満州から帰って

くる人は、すでに免疫性を得ているから、自身は発病せずにリケチアの「のみ」だけ

を持ち込む。だから内地の人に広がるわけ。（略）以前満州チフスは伝染病として取

扱っていなかったが、これは今後わが國の重大な社会問題だと考える18。 

 

この記事から二つの問題が窺える。一つは、「自身は発病せずにリケチアの「のみ」だけを持

ち込む」の記述から分かるように、満洲引揚者はまるで生命力の強い外来種のように、戦後日

本社会の衛生状況を脅かす存在と見なされたことである。もう一つは、「だから内地の人に広が

るわけ」という記述から見ると、「免疫性の無い内地日本人」が伝染病の被害者であると位置づ

けられる。しかし、この医師は戦後に広範囲で行われた「内地」日本人向けの DDTの使用を忘

れ去っている。ただ細菌を持ち込んできた満洲引揚者のみを日本社会における今後の「重大な

社会問題」と意識し、自らを満洲引揚者と区別している。救済という名目で検疫の対象が引揚

者のみに収斂したことは、彼らは戦後日本人というカテゴリーに直接包摂されたのではなく、

帝国日本の時代から存在していた「内地」日本人と「外地」日本人の間の境界線が継続的に適

用されたことを示しているのである。 

 さて、満洲引揚者の身体面についての「救済」は、まったく別な面でも行われている。それ

は、満洲から引揚げる途中でソ連軍らによる性的暴力を受けた日本人女性の中絶手術である。

満洲集団引揚事業が開始された後、1946年 4月 24日付『朝日新聞』の東京版、大阪版、西部

版の朝刊に「引揚げにも女の力」（東京）、「混血児へも一肌」（大阪）、「女ばかりの手で在満の

姉妹を救はう」（西部）という同種の記事が掲載されている。敗戦後、混血児問題の緊急性と、

性的暴力を受けた在満日本人女性の救済の必要性を呼びかけるのである。 

 

ことに敗戦の結界生まれて来る混血児の問題については引揚促進と並行して引揚後

の厚生施設や生活についても女らしい思ひやりのある措置を取ることになり、場合に

よつては各政党婦人部と各種婦人団体が一になり渡外同胞救援聯合會婦人部の名で

強力な運動を展開する。 

久布白女史談 戦争と性病は切つても切れない関係にあるが、日本民族の将来のため

にぜひ何とか食いとめなければならないと思ひ、復員者、厚生省にたびたび進言して

ゐる、満洲の婦女子も、脱走者の話によると四割位は混血児を生む運命を背負つてゐ

るらしい19。 
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以上の記事では、誰による性暴力であるかは明確には描かれていない。恐らく、当時の検閲

制度により、連合国軍への批判が禁止されていたからであろう。「日本民族の将来のため」、こ

れから生まれてくる「混血児」についての処理の具体的方法は提示されなかったが、恐らく「中

絶手術」が一つの手段として使われていたと考えられる。当時の新聞記事や公文書を見ると、

満洲引揚女性の中絶手術についての記述は非常に少ない。なぜなら、1948年日本の優生保護法

が成立し、中絶が合法化される以前には、中絶手術は違法行為と見なされていたからである。

しかし、一部の満洲引揚女性を対象に中絶手術が行われたことは抹消しようのない事実である

20。中絶手術が行われた理由は二つあると思われる。一つは、彼女たちを早く戦後社会に復帰

させ、戦後日本社会の民族の単一性を保持することである。満洲引揚女性が一人のシングルマ

ザーとして「混血児」を育てることは決して簡単ではないことは容易に予想がつくだろう。中

絶手術を通じて、満洲で性的暴力を受けた事実を可視化させないことができる。もう一つは、

「混血児」を戦後社会から切り離すことである。帝国日本から戦後国民国家への転換プロセス

において、一つの敗戦結果としての「混血児」は恥な存在と見なされる。戦後日本は、不協和

音に聞こえる「混血児」を排除することで、平和主義の道を歩んで行こうとするのである。 

次節では、「救済・援護」とされる満洲引揚者の表象を生活面から検討する。 

 

2.2 被救済者としての満洲引揚者：生活面 

 

生活面において、満洲引揚者を〈救済と援護〉の対象とする最大の理由は彼らの海外財産が

全て失われたことによる。引揚者は 1000円の現金しか持ち込むことができないという当時の制

限により、日本に引揚げた時点で経済的底辺に追い込まれてしまった。もちろん、一部の「外

地」日本人エリート層はまだ内地とのネットワークを保ったまま、植民地都市に暮らしていた

ため、引揚げた後も比較的容易に戦後社会に復帰する。しかし全ての財産を持って満洲へ渡っ

た開拓団民の場合は事情はかなり異なっている。彼らはそもそも内地での苦しい生活を改善す

るため、もう戻らない覚悟をして満洲へ渡ったが、敗戦によって、内地に引揚げざるを得なか

った。その内地も言うまでもなく一切が混乱の状態にあり、開拓団民にとって生活を再建する

道は険しく、簡単なものではなかった。こうして経済的に困窮していた満洲引揚者の生活基盤

を構築し、できるだけ早く社会に復帰させるために、〈救済と援護〉の政策が提案されたのであ

る。また、それに相応するかたちでメディア言説も形成されることになる。 

 被救済言説の成立は三つの意味を持っている。一つは、内地日本人の「上からの支援」が明

確化されたことである。例を挙げると、舞鶴引揚記念館のウェイブサイトで「舞鶴の人たちは

戦争で傷ついた引揚者にお茶や蒸した芋をふるまって温かく迎えました。また、引揚援護局か

ら列車の出発する駅までの道沿いには、舞鶴の人たちが集まり、「おかえりなさい！」「ご苦労

さまでした！」と声をかけて見送りました」21という文書が掲載されている。つまり、原爆、
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空襲を受けた「内地」日本が廃墟になったにもかかわらず、引揚者を積極的に暖かく受け入れ

る姿勢をとった優しい「内地」日本人による奉仕の精神が読み取れる。また、引揚者と「内地」

日本人との間に経済的格差があったことも証明されたのである。 

もう一つは、引揚者は被救済者と位置付けられることで、戦後日本という時空に引揚者を閉

じ込めたことである。周知のように、引揚事業にはそれに先行する反対方向の移動がある。す

なわち、帝国日本の海外進出である。植民や駐軍によって「内地」を出て、「外地」で生活を営

み、敗戦によって引揚げざるをなかったのである。しかし戦争被害を受けた引揚者に共通して

見出せる救済要素を強調すればするほど、帝国日本の植民者としての影が薄くなってきたと考

えられる。言わば、引揚者にある加害者言説が覆い隠され、見えなくされてきたのである。 

最後に、最も重要な理由は、引揚者を戦争被害者と位置づけつつ救済することで、帝国日本が

残した負の遺産に触れないで済ます可能性ができたことである。これも戦後日本のナショナル

な被害者言説に繋がると思われる。 

しかし、「外地」日本人の被害者言説は上位にある「内地」日本人の被害者言説を超えない一

方、これらは常に戦後日本のナショナルな被害言説に包摂されている。1945年 8月 15日は、「内

地」日本人にとって「終戦」を意味し、新しい戦後がスタートする日でもある。その一方、引

揚者にとっては、この日は敗戦を意味する。敗戦と戦後との間になかなか埋まらない溝がある

ように、「外地」日本人と「内地」日本人との境界線も曖昧になることはなく、消えることはな

い。例えば、藤原ていのベストセラー小説『流れる星は生きている』で、「私」は上陸した後、

「内地」日本人女性を自身と比べ、次のように書いている。 

 

「お母さん、日本人の女の人が歩いているよ！」 

正広が大きな声で叫んだ。着物を着た女の人がちゃんと丸帯まで締めて歩いていた。

私は正広と同じように不思議な思いがした。戦争に負けた日本の女は皆私たちのよう

にみじめな姿でいると思っていたからであった。私も日本の女であるしすぐ前をリュ

ックをかついで歩いている娘さんも日本人であるけれども、正広の見た日本人の女と

は別人のようにきたない引揚者であった。足袋はだしで歩いている私たちの姿を今さ

らのように振り返って、 

〈ああみじめな姿だな〉と思った22。 

 

 ボロボロになった衣服ときちんとした着物によって、満洲引揚者と「内地」日本人との間の

階級差が明確にうかがわれる。両方とも戦争被害者と言えるが、敗戦の迎え方は「内地」と「外

地」の地域によって差異が大きい。満洲引揚者は原爆や空襲などの被害を受けたことがないが、

「内地」日本人は満洲からの逃避行は経験したことがない。そして、この差異こそが満洲引揚

人と「内地」日本人との差異を強化している境界線である。倉本が述べているように、確かに、
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引揚者の「私たち」は「内地」の爆撃の怖さを経験しなかった。「だが、戦争の悲惨は爆撃の恐

怖に限られてはいない」23。つまり、倉本から見れば、引揚者であれ、「内地」日本人であれ、

両方とも戦争被害者である。倉本は満洲引揚者として、自らを戦争被害者と主張している。要

するに、自ら満洲引揚者をめぐる被害者言説に呼応する倉本の姿が見える。また、戦争の被害

体験には確かに軋轢が存在しているが、この軋轢によって、戦後日本の被害者言説において階

層性が作られたことを倉本は批判している。Mariko Asano Tamanoiはこの現象を「the ladder 

of victims」24と解釈する。具体的に言えば、戦争被害のヒエラルキーは広島・長崎原爆から

大空襲、沖縄戦、引揚者の被害、「非日本人」の被害という順で序列化され、被害の程度はそれ

にしたがって低減するとされてきたのである。同様に、帝国日本の統治権力圏は「同心円」的

であると言われるが、統治権力のヒエラルキーは本土から、国内植民地であった沖縄と北海道、

台湾と朝鮮半島、満洲地域などの外地、南洋地域などの委任統治地の順で序列化されていたの

である。中央と周辺とのこの上下関係は敗戦により、拡張する帝国から平和憲法の下の民主主

義国家への転換プロセスにおいて完全に消滅したように見えるが、実は、戦後日本の被害者言

説の中に再び現れ、今日まで続いていると考えられるのである。 

 身体面と同じように、生活面において満洲引揚者を救済・援護することで、満洲引揚者はそ

の異質性が強調されつつ戦後日本の被害者言説に回収されてきたと考えられる。この回収はあ

らゆる面で行われている。例えば、政治レベルの公文書を見ると、『引揚援護の記録』（引揚援

護廰 1950）、『続・引揚援護の記録』（厚生省 1955）、『続続・引揚援護の記録』（厚生省 1963）、

『引揚げと援護三十年の歩み』（ぎょうせい 1978）と『援護五十年史』（ぎょうせい 1997）とい

う歴史記録が政府によって出版されている。これらの引揚げの歴史資料では、特に「全国戦没

者追悼式」に関する内容が無視できない重要な点として扱われている。なぜなら、戦没者とし

ての引揚者を祀ることで、引揚者の被害者言説が強化されるほか、戦後日本の被害者言説へも

回収できるからである。また、引揚者をめぐる国家レベルの記念事業は、例えば、引揚記念館

の創設、慰霊碑の建立、催し物の開催なども引揚者の被害者言説をさらに強化する役割を果た

している。同じく、被害者言説を強化する文学作品や映画などの文芸作品も大量に生産されて

いる。例えば、前述した『流れる星は生きている』の他に、ソ連に抑留された息子の帰りを待

つ端野いせをモデルとして作られた曲、のちに映画化された『岸壁の母』は大ブレイクとなっ

た。この段階で既に満洲引揚者の被害者言説が構築されていたのである。同時に、戦後日本の

被害者言説への補完的機能を果してきた。 

本節では、主に引揚政策とメディアから見る満洲引揚者をめぐる被害者言説の形成を究明し

た。これは戦後日本によって作られたナショナルな被害者言説と一致している。この言説の支

配により満洲引揚者の語りは大いに規制され、戦争被害者という枠に位置づけられる傾向があ

る。しかし、満洲引揚者は一枚岩のナショナルな被害者言説への回収を全て無批判に受け入れ
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てもいない。というのは、ナショナリズムの言説に抵抗する逸脱の存在があるからである。次

節では、被害者言説を超える逸脱の存在を検討していきたい。 

 

３ 被害者言説を超えて 

 

 前節では、敗戦後満洲引揚者は「援護と救済」の対象として、戦争被害者言説の確立と形成

を論じた。本節では、満洲引揚者による体験記、小説、雑誌などのテキストから出発し、被害

者言説を超える可能性を探ってみる。 

成田は引揚げ体験に基づいた文学作品について、体験の時代（1950年代前後）、証言の時代

（1970年前後）、記憶の時代（90年代以後）という三つの時代区分を提起した上で、50年代前

後、「満洲を出発点とする体験記が圧倒的である」25と指摘している。また、この時代の文学作

品の特徴を山田は次のようにまとめている。 

 

１、ソ連参戦、八・一五の時期から書き始められる。それ以前のことが書かれても、

簡略であるか、日本移民の中国人、朝鮮人等との関係はほとんど触れられていない。 

2、「匪賊」の反乱、ソ連軍の暴行、伝染病の発生による引揚時の悲惨さが描かれる。 

3、移民を残して逃亡した関東軍、送出時と手のひらをかえしたような冷たい措置を

とった国に対する批判が生まれる26。 

 

確かに、戦争被害者としての満洲引揚者が描かれた作品が多いが、全ての言説がこの枠内に

収まっているわけではない。その一人として安部公房の作品を取り上げることができよう。安

部は東京に生まれ、父の仕事で家族とともに奉天へ移住した。大学進学のため、東京に戻り、

東京帝国大学医学部に入学する。敗戦の直前に、再び満洲に戻り、瀋陽で敗戦を迎えた。1946

年末安部は戦後日本に引揚げたが、引揚船でコレラ患者が出たため、佐世保港を目前にしてす

ぐに上陸が許されなかった。この引揚体験と満洲体験に基づき、彼は 1957年に『けものたちは

故郷をめざす』を発表した。この小説は敗戦後の満洲を舞台にし、異民族接触の中で主人公久

三が満洲脱出を試みる物語である。久三は戦争孤児になり、関東軍と村人に捨てられ、侵攻し

てきたソ連軍の使用人になった。日本に帰りたい気持ちが消えず、一人南下し、途中で知り合

った朝鮮人の高石塔にアヘンの隠し場として利用され、捨てられてしまう。また、野良犬の攻

撃から中国人少年に助けられ、日僑留用者住宅に連れて行ってもらう。しかしそこで門前払い

された後、大兼という内地出身の日本人と出会い、久三は再び帰国の希望を持ったが、大兼は

アヘンの密輸入者であり、結局、久三は船に監禁され、内地に上陸できない。安部は小説の最

後に、久三の心境を次のように書いている。 
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ちくしょう、まるで同じところをぐるぐるまわっているみたいだな……いくら行って

も、一歩も荒野から抜け出せない……もしかすると、日本なんて、どこにもないのか

もしれない。おれが歩くと、荒野も一緒に歩きだす。日本はどんどん逃げていってし

まうのだ（中略）おれははじめから道をまちがえていたのかもしれないな（中略）お

れは、出発したときから、反対にむかって歩きだしてしまっていたのだろう27。 

 

この引用から二つの面が指摘できる。まずは「日本はどんどん逃げていってしまう」という

文章から、引揚者を常に他者化する戦後日本の姿が確認できる。また、「日本なんて、どこにも

ないのかもしれない」と気づいた久三は自ら「日本人」というアイデンティティを解体し、戦

後日本という共同体を拒絶する姿勢もうかがわれる。引揚げできなかったこうした物語を通し

て、一人の引揚者として、自ら戦後日本に溶け込もうともしない安部がいる。 

一方、安部は、自ら加害者であることの責任に言及している。久三は生まれ育った土地を故郷

と呼べない。なぜなら、この町は「東北人の東北」28だからである。安部は、自分自身にとっ

ての満洲を次のように述べている。 

 

私が育った奉天というところは、あの殺風景な満洲の中でもとくに殺風景な町である。

（中略）それでも、その殺風景さにかえって心ひかれるとしたら、それはやはり故郷

であるためだろうか。たしかに、故郷に準ずる町ではある。しかしであると断言でき

ないのはなぜだろう。私の父は個人的には平和な市民であった。しかし、日本人の全

体は武装した侵略移民だった。たぶん、そのせいで、私は奉天を故郷と名乗る資格を

もたないのだ。 

そうかといって、ほかに故郷と呼ぶ場所もない。奉天にいるときは日本の夢を見、日

本に帰ってきてからは奉天の夢を見る。私はときどき自分が故郷の周辺をさまよいな

がらついに中に入れないアジアの亡霊であるかのような気持ちになってくるのだ29。 

  

「奉天を故郷と名乗る資格」がないのは、自分が一人の「侵略移民」だからである。たとえ「個

人的には平和な市民であった」としても、「日本人」と呼ばれた以上、満洲を侵略しに来た植民

者という立場が消え去るわけではない。安部は日本人としての戦争加害者責任、あるいは中国

に対する戦争責任を負わなければならないと認識している。戦争における被害と加害の狭間で

描かれた安部の小説は、一枚岩の被害者言説への回収から逸脱しているのである。 

 満洲引揚者の被害者言説において中心に据えられるのは常に日本人であることである。戦後

日本のナショナルな被害者言説においても、中心が入れ替わることは禁じられているからであ

る。満洲引揚者の存在は、日本人が戦争被害者であるということを表している。満洲引揚者の

被害者言説における「被害の競合」において、日本人のみが勝ち抜けたことがわかる。しかし
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実際には、敗戦後の満洲において複数の民族が存在しており、戦争被害者は決して日本人のみ

ではない。同時代の他の引揚げ作品とは異なり、安部は異民族の接触、特に朝鮮出自を持って

いる高石塔という人物を描くことによって、日本人を中心とする被害者言説に抵抗している。 

 高石塔は 30歳ぐらいの男であり、中国語、日本語、朝鮮語を話す人物である。満洲脱出に伴

い、彼は「汪木枕」という中国人風の名前から「高石塔」という朝鮮人風の名前に変えた。ま

た小説の結末で、彼は「久木久三」を偽装し、引揚船に入った。結局本物の久三と同じく監禁

され、上陸が許可されなかった。彼の出自に関しては明確には描かれていない。しかし福岡訛

りの日本語を話す彼は久三に「おふくろが日本人で、そのおふくろの父親は朝鮮人で、その先

はよくわからん」30と言いながら、自分が「よく日本の夢をみるんだ」31を語っている。おそら

く、彼は日本生まれの朝鮮人であろう。彼自身は自分が日本人であると主張しているが、「内地」

出身の大兼には、「やつは本物の日本人じゃね」32と、認められない。こうして、高の日本上陸

は許されない。高の日本上陸が拒否されたことから、帝国時代を生きた旧植民地出身の朝鮮人

を切り離そうとする戦後日本が見えてくる。旧植民地出身の朝鮮人は満洲引揚者と同じく帝国

日本の負の遺産であり、戦後日本の構築において常に邪魔者と見なされるであろう。満洲引揚

者は戦後日本において異質化されながらもナショナルな被害者言説に回収されていったのに対

し、旧植民地出身の朝鮮人は被害者言説に回収されることなく常に排除され、忘却されていく

ことになる。つまり、前述した「the ladder of victims」、即ち、戦後日本の被害者ヒエラル

キーにおいて、旧植民出身の「帝国臣民」の位置は存在しない。あるいは、この被害者ヒエラ

ルキーを維持するために、旧植民地出身の被害者言説は抑圧されているのである。『けものたち

は故郷をめざす』では、安部は旧植民地出身の高石塔の被害体験に目を配ることで、戦後日本

で日本人のみを中心とするナショナルな被害者言説を徹底的に潰そうとする姿が見えくるので

ある。 

 

４ おわりに 

 

 本稿は満洲引揚者をめぐる戦後日本における語り方を被害者言説とし、その形成過程とそこ

からもれていく、あるいはそれに抵抗する言説の可能性を探る論文である。本稿では、引揚政

策とメディアにより、〈救済と援護〉の対象としての満洲引揚者が戦争被害者に位置付けられ、

戦後日本におけるナショナルな被害者言説へ回収されていったことを明らかにした。身体面と

生活面から、満洲引揚者を〈救済と援護〉することで、彼らが疎外化され、異質な存在と扱わ

れるようになった。ただ、満洲引揚者をめぐる被害の物語は戦後日本のナショナルな被害者言

説と同一化され、強化され、また回収されていったと言える。つまり、満洲引揚者は他者化さ

れながらも、戦後社会に包摂されていった存在なのである。もちろん、満洲引揚者をめぐる被

害者言説は、単にナショナルな被害者言説によって構築されただけではなく、満洲引揚者自身
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も戦争被害者と主張し、自ら被害者言説に呼応していたことも忘れてはいけない。満洲引揚者

をめぐる被害者言説は、戦後日本に課された上からのベクトルと、満洲引揚者自身によって作

られた下からのベクトルとの相互作用によって構築されたと考えられる。そして、この被害者

言説を生産するメカニズムは「帝国日本」を切り離す機能を果たしている。なぜなら、このメ

カニズムの構成員は戦後の単一民族神話で規定された日本人だからである。換言すれば、この

メカニズムによって、現在においても、「帝国臣民」であった「朝鮮人」「台湾人」などの旧植

民地出身の人々を排除することで、戦前の混合民族論を否認するとともに、植民地問題と戦争

責任を不問としている。しかし、このメカニズムは確固としており解体しようがないものであ

るとは言い切れない。なぜなら、「無国籍」作家の安部公房が『けものたちは故郷をめざす』で

提示したように、旧植民地出身の朝鮮人の高石塔の被害体験と「外地」日本人の久三の被害体

験と同じ位置に並べることで、日本人のみを中心とする被害者言説を解体できる可能性を見出

すことができるからである。今後、安部以外に、満洲引揚者の被害者言説、あるいは戦後のナ

ショナルな被害者言説への回収を拒否する可能性を探ってみたい。 
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