
証言：モンゴル抑留（1）

ボルジギン・フスレ

　1945年、第2次世界大戦の終結後、旧ソ連抑留にともなって、1万2000人あまりの日本

人がモンゴルに抑留された。いわゆる「モンゴル抑留」である。過酷な労働状況のなかで、

1600人余りの抑留者がなくなった。日本人の海外抑留は、異なる国、地域、民族にとって、

異なる意味をもつ出来事になった 1。当時のモンゴルにとって、日本人のモンゴル抑留は重

要な意味をもち、同国の国家建設に最大限に利用された 2。しかし、おおくの抑留経験者は、

抑留を単なる“奴隷労働”として記憶し、モンゴル政府の行為を“国際法に違反する不当な

行為”と認識してきた 3。「舞鶴への生還　1945～ 56年シベリア抑留等日本人の本国への引

き揚げの記録」が、2015年10月にユネスコ（国連教育科学文化機関）の「世界記憶遺産（世

界の記憶）」に認定された。モンゴル抑留という歴史をより客観的に、深く理解するには、

モンゴルからの視線と日本からの視線を共有する必要があり、また、世界記憶遺産として、

この出来事をめぐるアーカイブを構築することは非常に重要である。

　モンゴル映画アーカイブズには、ウランバートルの都市建設に従事した日本人抑留者の

映像が所蔵されているほか、モンゴル国立中央文書館やモンゴル外務省中央文書館、諜報

局中央特別文書館、国防中央文書館などには、日本人抑留者とかかわるさまざまな第一次

資料が所蔵されている。日本の厚生労働省では、モンゴル抑留も含む、「ロシア連邦政府等

から提供された抑留者に関する資料について」というデータベースを設けており、その一

部はWebで閲覧できる。また、平和祈念展示資料館、舞鶴引揚記念館では、一部の当事者の

証言と映像が収録されている。さらに、1947年以降、私家版も含む、抑留者あるいはその

親族、ノンフィクション作家により書かれた体験記やドキュメンタリー作品等が多く刊行
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されている。しかし、これらの資料は局部的、断片的であり、モンゴル抑留の情報を収録し

た、より完全なアーカイブはまだ構築されていない。

　一方、記憶を歪めることをさけるには、オーラル・ヒストリーや回顧録は慎重に扱うべ

きであり、公文書館の第一次資料と照合することが望ましい。公文書と当事者の証言を互

いに補完することによって、歴史を広い文脈のなかで解釈することが可能になる 4。

　近年、筆者は日本、モンゴル、ロシア、中国、台湾の公文書館で精力的に、同分野の資料

を収集したほか、抑留経験者またはその親族、遺族、抑留者を護送したモンゴル人民軍の

軍人、収容所の管理者、当時のことを知る者に対する聞き取り調査を実施してきた。ここ

では、抑留経験者2名、親族1名、抑留者を護送したり捕虜収容所で管理したりしたモンゴ

ル人民軍の軍人5名に対するインタビューの内容を整理しておく。

1．抑留経験者梅森貞氏の証言

　筆者は計3回（2017年10月11日、2019年1月19日、2020年8月11日）、抑留者の梅森貞氏（写

真1）にインタビューした。

　梅森貞氏は1925（大正14）年に中国の青

島で生まれた。父親は当時、日本人中学校

の教員であった。同氏は6才の時仙台に戻

り、1943（昭和18）年3月に中学校を卒業し、

そのご大連に行った。1944年4月に旅順工

科大学附属臨時教員養成所（学長兼所長安

達禎）に入学した。1945（昭和20）年4月、「学

徒出陣」で出征した。学徒出陣とは、1943

年に日本軍の兵力不足を補うため、高等教

育機関に在籍する20才、1944年10月以降は19才以上の文科系および一部の理系の学生を

在学中に徴兵し出征させた制度である。以下は、モンゴル抑留に関する梅森貞氏の証言の

一部である。

　僕は昭和20（1945）年4月2日、専門学校、大学予科などの生徒で、「学徒出陣」といって、
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写真 1．梅森貞氏 (2017 年 10 月 11 日 )



兵隊に引っ張られた。終戦の時、初年兵だった。

　僕は熱河省承徳師団に入隊し、茅山に駐屯していた。連隊長中村斌は8月14日に承徳

に引き上げた。そして、ソ連、モンゴル軍がやってきた。長官たちが交渉した。無条件降

伏ということで、武器をわたした。日本人は中国人からいろいろと強奪された。承徳で

2ヶ月間ぐらい止められた。その間、われわれはソ連の戦勝記念の映画に撮られた。ソ連

軍・モンゴル軍側がわれわれを再編成して、出発した。新しい部隊長は長谷川貞雄大尉

であった。その一部はもともとの部隊のものであり、もう一部は満洲の北から来た部隊

のものである。貨物車で行った。10月だね、中旬頃だね、貨車に乗せられて、哈爾賓か

らマンチューリ（満洲里）に連れていかれた。どこに連れて行かれるか、何もわからなかっ

た。ロシア語が全然分からなかったから。

　団結しないように、部隊をバラまいっちゃって、1000人ずつ。貨物車にはトイレ用の

穴があって…。日本に返すとも思った。ところがある時見たら、列車はこっちに行くわね。

バイカル湖…、あ、これは日本に返さないなと分かった。

　ナウシキからスフバートルまでは歩いて行った。

　モンゴル側は技能者をまず探していたね。僕は何もできないから、ナライハ炭鉱に入

れられて、働かされた。その仕事は昭和20（1945）年11月2日から始まった。216名の日

本人抑留者がいた。約70名ずつ、8時間ずつ交代で働いていた。僕は初年兵で、階級が

上の日本人の兵隊さんに殴られた。その人は帰国後警察官になった。のちに、日本では

僕は彼にあおうとしたが、断られた。僕は恨みを持っていなかったけど。

　ナライハ炭鉱で、風土病にかかって、ホジルボラン病院に入院した。熱が、40度以上

が一日おきに起きる。どっちが先か覚えていないが、例えば寒い寒いと言って、毛布を

かぶって、今度は「熱い、熱い」と言って、40度を超すと、人間は頭がおかしくなるんだ

ね。幸い、軍医の人に「お前は奇病だ」と言われて、そして“サルバルサン”という薬を2

本打ってもらって、治ったのである。同じ病院に入院したもう一人は“サルバルサン”は

打ってもらえなかったから、聾になっちゃった。全然聞こえない。可哀そうにね。退院後、

僕はウランバートルの第5収容所に入った。人員は1000名以上もいて、一番大きかった

みたい。野村少佐が部隊長でね。小隊長は村上達治であった。…なにしろ、籠の鳥で、ど

うやって日本に生きて帰れるかということだけで暮らしておったから。…あいう乞食以

下の生活に強いられて、どうやって生きていくかということだけだった。

　通訳はいた。内モンゴル人のダシジャムツである。昭和21（1946）年3月外務省庁舎の

建設に携わり、22（1947）年10月まで建設し続けたが、未完成のまま日本に戻った。

　逃げることも考えていたが、諦めた。籠の鳥だから。

　言葉を覚えたら、楽だったよ。日本人は真面目だと認めてくれた。
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　ナムスライ経理少尉は私が生きて日本に帰ってきた恩人の一人である。彼は非常に良

い人で、人に対して平等であった。

　建設業だから、トラックの運転手は日本人の兵隊さん、そしてモンゴル人、ロシア人、

朝鮮人、中国人がいて、5か国の人でね。戦争が負けて、「五族共和」になったと僕は笑っ

たけど。自由に歩けるのは運転手だけなんだ。ソ連から建築材料を輸入する、それをス

フバートルから運んでくる。例えばセメント袋だと、紙の袋でつつまれて、それで仕切

り書ってあるよね。3枚複写で、納品書と請求書、領収書みたようなもので、それにサイ

ンしないと給料もらえないんだよ。数字は世界各国共通だから、トラック5台がバっと

くると、ナムスライ経理少尉は、「ウエムラ、お前も調べろ」って、僕にも数えてもらっ

たんだ。サインしないと、日当もらえない。モンゴル人にとって、「ウメモリ」って、言い

づらいから、ナムスライ少尉は僕のことを「ウエムラ」と呼ぶのだ。「ホシ、ウエムラ」と

呼ぶのである。そういうことで、ほかの抑留者と比べれば、僕はこのようにすんだのは

ありがたいことだね。

　その頃、ウランバートルの大学（現モンゴル国立大学）もあった。ただ、なぜか僕が働

いた現場では、昼間はちゃんと1時間休ませてくれて、午前中でも、午後でも10分か休

ませた。その間に、逃げないように囲まれているんだよ。その時、ウランバートルの大学

の学生と話していた。そのように少し、モンゴル語も、ロシア語も話せるようになった。

新聞があって、ナムスライ経理少尉によんでくれないか、と言ったら、ナムスライ経理

少尉は「メデクグイ（知らない）」というんだよ。

　ナムスライ経理少尉は、なぜ僕が好きだったというと、トラックに乗って、煉瓦工場

にレンガをもらいに行くんでね。その時に、われわれが5台の車で行ったり来たりした

とき、レンガ工場に止まってて、車が来たら載せて、最後の車で作業現場に戻るのね。そ

の時に、車がエンコしちゃった。そしたら、ナムスライ経理少尉が徒歩で迎えに来たん

だよ。恐らく何キロもあるんだね。歩いて迎えに来た。そして次の日、「お前たちは可哀

そうだから、倉庫に入れて、俺は1時間一遍来るから」と、作業を休ませた。それでびっ

くりした。

　それと、モンゴルの戦勝記念日は9月2日で、その日になると、ウランバートルでモン

ゴル人が騒ぎするんだよ。日本とドイツに勝ったと。僕らは戦勝記念日だと知らなかっ

た。その時、ナムスライ少尉が来て、専門の通訳が仕事でどこかに行ったため、部隊長と

村上さん、僕が通訳替わりで、（戦勝記念祝いの会場に）連れて行って、祝った。なぜか

しらそれまでに抑留者に食べさせなかった赤ザラメと黒パンを食べさせた。部隊長野村

少佐が、「おい、梅森、モンゴルのお酒を飲みたい」と言って、僕はナムスライ・ダルガ（長

官）に、「モンゴルのアルヒ（お酒）を飲んでいいか」と冗談で聞いた。ナムスライ少尉が
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「ちょっとまって」と、現場の長官に確認した。そして、その長官が「日本人がよっぱらっ

て暴れたら困る、アルヒを飲ませたらダメ」と断られた。そして、帰りにナムスライ経理

少尉が土産もくれたよ。赤ザラメとソーセージとか、パンとか。パンを小隊長には2斤、

部隊長には1斤あげたよ。そのように、ナムスライ経理少尉はうちの小隊長村上を部隊

長以上に信用していた。

　ナムスライ経理少尉と一緒にガラスをもらいに行ったとき、僕を1時間休ませた。そ

の時、日本人の顔をした綺麗な若い女性が目の前を通った時、日本人だと思って、呼び

止めた。結局その人はロシア人で、お爺さんが日本人（シベリア出兵の時の日本兵）で、

お婆さんはロシア人で、本人は、日本語は全く知らないと言った。

　昭和22（1947）年、日本に帰るとぜんぜん知らなかった。モンゴル側は発表しなかった。

ナウシキについてはじめて、あぁ、帰れるんだなと知った。税関の検査があって、紙をぜっ

たい持っていけないと、僕はふんどしに紙を隠して持って帰ったのだが、のちに紛失し

てしまった。ナオトカで一番頭にきたのは、2週間おかれたことだ。なんでおかれたか

というと、モンゴル抑留の時、兵隊さんと下士官は階級章とかをとったのだが、部隊長

クラスはみんなつけていた。当時、捕虜管理庁の司令官だったソソルボラム少将が「部

隊長に反抗する者はモンゴルに反抗するのと同じで、処罰する」と、われわれに布告し

たのだ。だから部隊長クラスの者はみな階級章をつけていた。しかし、ナオトカで、シベ

リアからやってきた抑留者たちはそれを見て、「お前らは反動的だ」と、船に乗せる順番

が来たのに、後でシベリアから来た連中を先に乗せちゃった。また、部隊長たちがいい

ものを食べて、兵隊をいじめたと、部隊長たちを全部シベリアに逆行させた。かれらは

一年遅れて復員したのである。ナホトカで、シベリアから来た者たちに「赤旗の歌」とか、

「インターナショナル」などを教わった。

　僕は40年前からモンゴルの文献（書籍や地図、写真、葉書など）を収集するようになっ

た。もう35年前からは毎年モンゴルに旅行しに行くようになった。当時は新潟、ハバロ

フスク経由で、ウランバートルに行けるようになった。僕はモンゴル人のこと大好き、

モンゴルの乞食ですら、「ください」と言わない。僕はいろいろな国に行って、よく、乞

食に会った。しかし、モンゴルに行って、モンゴル人はいくら貧乏でも、自分は乞食では

ないと、上からの目線で外国人を見る。モンゴル人はプライドがたかいとか、本当だよ。

そういうモンゴル人は好きだよ。

　結婚は案外、遅かった。家内は鹿児島出身で、娘二人いる。長女は昭和37（1962）年生

まれで、今は神戸に住んでおり、次女は昭和40（1965）年生まれで今は渋谷に住んでいる。

家内は3年前（2018年）の5月22日になくなって、今僕は一人で生活している。

　抑留の時はね、こんな国には二度と行くもんかと思ったけど、日本に戻ってきて、落
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ち着いてから、だんだんモンゴルのことが好きになって、今は、抑留は自分の一生の加

点となったと思う。マイナスも、プラスもあって、いい経験したし、いい人にも出会った。

全体からみると、プラスになった。

2．抑留経験者渡辺俊治氏の証言

　2018年12月1日、私はモンゴル国立大学教授J. オラン

ゴア（J. Urangua）と一緒に抑留経験者渡辺俊治氏（写真2）

の家で話を聞いた。同氏の家の壁には氏が自分で描いた

モンゴルの絵がかざられており、その絵にはそれぞれモ

ンゴル語の縦文字とキリル文字で自分の名前も書かれて

いる。渡辺俊治は1922（大正11）年6月9日生まれ、東京

出身、1943（昭和18）年に入隊し、1945年8月終戦の時、

甲長（班長）であった。以下は、渡辺俊治氏の話しである。

　

　終戦の時は夏だった。夏の服のママでモンゴルに

行った。昭和20（1945）年12月にモンゴルに着いた後、

綿入りの服とズボン、そして駱駝毛のブーツをもらっ

た。

　モンゴルでは主に国立大学の校舎の建設に携わった。ド
マ マ

イツの捕虜も建設に携わった。

玄関の一番右の柱は僕が仲間とつくった。だから、モンゴルに行くたびに、僕はその柱

を触ってみる。給料は払ったけど、私はもらっていない。駱駝毛のブーツはもらったこ

とがある。ズボンも。日本に戻れるとは思わなかった。われわれは捕虜だからね。戻れる

とは思わなかった。

　ノルマに追われる日々だった。ノルマを達成すれば、配給をもらえる。達成できなかっ

た場合、配給が減らされる。食事は悪かった。お粥。もちろんパンも食べていた。僕らは

大学校舎のなかで寝ていた。アパートも建てた。市場があって、その市場の隣のアパー

トを建てた。僕はウランバートルに行くたびにそのアパートを見に行く。帰国した時、

国立大学とアパートはもう完成した。

　抑留前には、モンゴルと言ったら、蒙古襲来のことを知っていた。幼い頃、両親が亡く

なった。入隊前、僕は京橋の製本屋で働いていた。引き揚げた後、同じところで働いてい

た。しかし、日本の年金を計算した際、モンゴルで働いた2年間は、認められていない。

　モンゴルに抑留されたことは悪いことか良いことかということではない。私はモンゴ

ル大好き。何回も行った。

『日本とモンゴル』第55巻（141号）

－ 144 －

写真 2．渡辺俊治氏（右）と
　　　　J. オランゴア氏

（2018 年 12 月 1 日）



3．抑留経験者親族西脇和彦氏の証言

　筆者がモンゴル抑留の研究をしていると

知った、昭和女子大学総合教育センター教

授西脇和彦先生（写真3）が生前何度も私を

尋ね、資料などを提供してくれた。その間、

筆者は2017年11月27日と2018年1月25日

に西脇和彦先生にインタビューをした。氏

が定年後の2018年10月29日に逝去した。

享年66才。痛恨の極みである。以下、西脇

和彦先生に聞いた氏の父西脇六
も と じ

十二氏（写

真4）のこと、および西脇和彦先生の感想な

どを記し、記念にしておきたい。

　西脇六十二は大正6（1917）年8月23日生まれ、当時

の本籍地は長野県更級郡東福寺村小森区（現長野市篠

ノ井小森）であり、父為三郎、母はなの二男（六人兄弟

の末子、六十二）である。

　父の実家は小農家であり、父親は幼少期に病死し、

長男（義太郎）が家長となった。長男の理解により松代

商業学校（現松代高等学校）で簿記を学んだ。その兄も

日中戦争で死去した。本人は農家を手伝うことはほと

んどなく、卒業後上京し会社で勤務していた。その後警察官を志し大陸に渡った。満洲

で警察大学校に入学し、諜報活動の教育をうけた。卒業後現地で任務に就いた。

　本人の抑留地はウランバートルであり、引揚まで強制労働（工事作業）に従事してい

た。食事はスープに黒パンの欠片が浮かぶ程度、慢性的な空腹でひもじさの連続であっ

た。冬の寒さはいくら長野育ちとはいえ厳しいものであった。広い部屋に薪ストーブが

1つだけだと。冬場は多くの抑留者が死亡した。死者を宿舎外の遺体置き場に運んだが、

地面は凍土化し、埋葬すらできなかった。安置後、宿舎に戻ることで精一杯であった。ウ

ランバートルの気候はステップ（草原）気候といわれるが、冬季はツンドラ気候に類似か。

労働証明書は発行されなかった。戦後20年以上経過後申請者に小さな三重ねの杯（朱塗

りで縁取りが銀色）が記念品として送付されたが、父は「あの苦しみが杯で癒せるか」と

憤慨し、転居の際、処分した。

　出港地は不明（ナホトカだと思われる）、乗船後中国またはソ連の憲兵が岸壁から「西
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写真 3．西脇和彦氏（2017 年 11 月 27 日）

写真 4．西脇六十二氏



脇を下船させろ」との呼びかけあるも、既に岸壁から離れていたため救われた。乗船ま

で偽名を使用していたらしい。また満洲での仕事内容に問題ありか。しかし、本人は警

察官で兵士ではない。

　昭和22（1947）年11月に英彦丸から函館港に上陸し、抑留から帰還を果たした。日本

での上陸時「インターナショナルを歌うように」と乗船時指示があったとのことだが、

実際に歌唱する者は周囲にはいなかった。

　函館上陸から数日後青函連絡船や汽車に乗り郷里の長野県篠ノ井駅に午前到着し、下

車後駅前の銭湯によった。あまりの汚れと恥ずかしさで、実家に直行できなかった由と

いう。実家に帰ると母親、姉たち、その子どもたち（本人の甥や姪）が消息不明、死亡し

たとみなした人物の帰還で皆喜んでくれた（と本人は思った）。15年ほど前親戚一同が

実家に集まり先祖供養をしたが、その際錆びたサーベルを抱えた父の帰還話が出た。姉

たちは食糧難の時代、突然男性が1人増え、「明日からの食糧をどうするのだ」と裏では

心配したらしい。当時を知る甥や姪（和彦の従兄）からそれを聞き、唖然とした。帰還を

心から喜んだのは母親だけだったのかもしれない。姉たちの夫は皆戦死し、子どもを連

れて実家に戻っていた。田畑はほとんど手放し、近所の農業組合や漬物工場に勤務し子

育てをしていた。手放した農地は、現在の冬季オリンピック記念長野南運動公園（野球

場とサッカースタジアムがメイン）の一画にあったという。

　父はしばらく実家や近所の工場の手伝いをしたが、自分の相続分はなく、居場所のな

さを痛感し、長野市にある職業安定所に臨時職員として就職した。既に定職は早期帰還

者が占め、引揚が遅れた者や北方系帰還者は赤化が危険視され、就職難であった。安定

所々長の紹介で樽田よし（大正10［1921］年9月生）と昭和26（1951）年4月結婚した。し

かし臨時待遇に不満が積り、求人が来ていたクリーニング店の経理担当に転職した。翌

年私和彦が生まれた。

　昭和30年代後半、居住する県営アパート群の一角に個人商店からなるマーケットが完

成、初日に兄弟で営むパン店に父と並んだ。順番が来たが、父は注文せずその弟と手を

握り合い「生きていたのか」と言うのみ。二人は3か月ほどであったが同じ警察所に勤務

した元同僚であった。ドラマのような再会に私は立ち会った。

　昭和50（1975）年頃の話である。父は仕事でロシアの演劇団と関わったが、その際ロシ

ア語が通じた由。体に浸み込んだことは忘れないらしい。大陸ではロシア語のほか中国

語も使用したという。部下には中国人もいたとのことから。

　父は時々苦しそうなうめき声を寝言として発することがあった。浸み込んだ恐怖体験

の夢をみているかのようであった。同様の話を数件聞いたことがある。

　父は結核痕が指摘されるため大の検診嫌いであった。本人に自覚症状がなかったが、
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収容所生活で罹患したのではないかという。

　私（和彦）の小中高時代の同級生、同期生をみると、団塊世代の兄や姉がいる家庭のほ

うが、私のように長男長女である家庭よりも概して暮らしぶりが良く（ex.家電）、父親の

勤務先も安定しているように見えた（ex.新聞社、銀行、県庁、市役所など）。前者のほう

に南方系引揚者が多く、シベリア抑留者や北方系引揚者は生活復旧が遅れがちであった。

零細企業勤務や自営業がより多いと感じられた（流言飛語も就職難の一因）。

　父西脇六十二は平成11（1999）年1月7日死去（急性心不全）、享年81才。

　結果的に父は20代の10年間を満洲、モンゴルで過ごした。その思い出を話すことは殆

どなく、残された写真から想像し偲ぶだけであるが、ソ連に対しては終生良いイメージ

をもたなかった。しかしモンゴルに対してはそのようなことはなかった。ただこの10年

間がその後の人生に多大な影響を与えたことは事実であった。これは埴科郡松代町（現

長野市松代町）に東京中野区から疎開した母も同様で、戦争がなければ疎開もなく、2

人が結婚することはなかった。私も当然存在しない。私は直接の戦争体験者ではないが、

間接的には影響を強く受けている。同級生には和彦という同名男子が常に2～ 3名いた

が、いずれも平和や講和に由来していた。引揚時期がその後の暮らしに影を落としてい

る。

（つづきは次号掲載予定）

［付記］ 本稿は公益財団法人村田学術振興財団助成プロジェクト「日本人のモンゴル抑留に

関する映像アーカイブの構築」の成果の一部である。 
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