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《論文》

中国研究月報  第73巻第10号（2019.10）

［要旨］
本稿は農村・都市部という重層的な枠組みで，共産党の南下動員における動員さ

れる側の行動や内在的な心理，およびそれを規定する経済的・社会的条件を検証す

るものである。国共内戦における国民党の敗色が濃厚になっている中でも，共産党

の南下動員は順風満帆とは言えなかった。華北農村の不況を背景に，農村部の動員

は平均12.8％の抵抗率を見せたが，共産党の柔軟な動員手法と動員の原動力となっ

た県級以上の幹部集団の存在が目標の動員数の確保を可能にした。一方，都市部で

の動員は居場所を失った大学生に行き先を提供したため，比較的容易であった。し

かし，農村部であれ，都市部であれ，南下参加者の動機は非常に複雑であった。

中華人民共和国建国前夜における幹部の南下動員に関する考察
―華北地域の農村・都市部の比較から

（早稲田大学大学院博士課程）周　俊

Ⅰ．背景，課題，方法

1．研究背景と問題提起

1948年秋から1949年初頭にかけて，いわゆる「三
大戦役」に敗北し，国共内戦における中国国民党
（以下，国民党）の敗色が濃厚になり，中国共産
党（以下，党）の軍が現在の中華人民共和国の実
効支配領域のうち，北部から南部へと制圧する構
図が形成しつつあった（以下，中華人民共和国を
中国と略す）。党の最高指導者の毛沢東が中国全
土を支配することを強く意識し始めたのはこの時
期である。
党が相次いで占領した南方の「新解放区」をい
かに統治するかは当時の党の大きな課題であっ
た。毛沢東は，東北や華北に集中している「幹
部」⑴を南下させ，「新解放区」の「接収管理工作」
を担わせる戦略を考えていた。1948年末頃，党は
約30万人の幹部を擁しており（その他，約50万人
の軍幹部がいる），その殆どは中国北部の現地の
農民出身の者である⑵。幹部の階級別から見ると，
県級以上の幹部（県級を含む。以下同）は革命歴
も長く，文化水準も比較的高いが，県級より下級

の幹部は革命歴が短く，文化水準も非常に低い者
が多い⑶。以上のような幹部の中から南下参加者
を動員することとなった。当時，南下した幹部は，
「南下幹部」，「遠征幹部」，「南進幹部」とも呼ばれ，
その数は約13万人を超えたと言われる⑷。華北や
東北など農村部の「旧解放区」から動員された幹
部が中心となっているが，南下動員をきっかけに
党の革命に参加して幹部のポストについた都市部
の知識青年も多くいた。支配者として南方の「新
解放区」に送り込まれたこの幹部集団は，中国建
国初期の統治体制を支える重要な存在であったと
言える。
中国の公式見解において，南下幹部は党の革命
理念に忠実に追随し，疑いもなく故郷や家族の元
から離れて南下し，中国の解放に多大な貢献をし
た存在であるということになっている。この「成
功物語」は果たしてどこまで成立しうるのだろう
か。
これまでの研究では，上が下を動員するアプロ
ーチに着目し，革命理念の効果を評価することが
一般的であった。その一方で，下はどのように動
員を捉えていたのかについては必ずしも明らかに



（17）

調さ」を分析したものである⑻。特にこの中で，
代の研究は，檔案を含め多くの一次資料を駆使し，
華北農村の南下動員において革命イデオロギーだ
けではなく，物質的支援などの多様な手法が活用
されたと指摘している。
もっとも，他にも田原，何，Gao，Wakemanな

ど動員される側の消極的な反応に言及した論も存
在する⑼。田原は，一部の農村幹部が逃亡した動
きに言及し，軍人家族の優遇政策や官僚制内の上
昇などのモチベーションが問題の解消につながっ
た可能性があると指摘している。この田原の研究
を踏まえ，何とGaoは幹部の家族問題の解決が南
下動員を促進したと指摘している。
しかし，農村部の幹部はどのような理由で，ど
の程度逃亡したのか，都市部の知識青年はどのよ
うに考え，なぜ逃亡しなかったのか，いったい，
人々は1949年前後の時代をどう捉えていたのか，
その背景としての経済的・社会的条件は何か，以
上の問題に対し，南下動員自体を主たるテーマと
していない田原，何，Gao，Wakemanなどの研究
は十分に説明しているとは言い難い。
以上の先行研究を踏まえた上で，本稿では，農
村や都市という重層的な枠組みで南下動員の事例
を捉え，党の内部文書を駆使して動員された側の
行動や内在的な心理状態を検証しつつ，革命イデ
オロギーの重要性を強調する政治動員は経済的・
社会的土壌があってこそ成立するという仮説の検
証を試みる。

3．資料と事例の説明
本稿は，『1949山西南下幹部実録』など公刊さ
れた資料集や回想録のほか，党の内部発行の資料
集や雑誌を総括的に利用する歴史的アプローチを
とる。特に，『華北局重要文件彙編』（中共中央華
北局弁公庁編，1954年），中共中央華北局機関誌
『建設』，『中国共産党北京市委員会重要文件彙編』
（中共北京市委弁公庁編，1954年）はこれまでの

なっていない。
特に，日中戦争や国共内戦を経て，ヒト，カネ，
モノが大量に動員された中国社会は疲弊と虚脱と
混迷が続いていた。いわば，長期的な「戦時秩序」
下にあったと言える⑸。こうした経済的・社会的
条件のもとで，農村部の幹部と都市部の知識青年
がともに党による南下動員に積極的に応じていっ
た論理はいかなるものであったのか，動員の過程
においてどのような矛盾が起きていたのかを検討
する。

2．先行研究の検討
動員は，党の革命を理解する重要なポイントの
一つである。これまでの研究において，土地改革
を含めて農民の動員が主な研究対象となってき
た。日中戦争の勃発が中国民衆のナショナリズム
の覚醒を促し，土地改革の恩恵を受けた農民は党
の動員に積極的に応じたというのがこれまでの通
説的な解釈であった⑹。しかし，近年の研究では，
党にとって農民が「扱いにくい存在」であったと
指摘されている。動員の誘因について強制や利益
や制度など多様な要素があったのではないかと提
起されているのである⑺。
ところで，南下幹部の動員についての研究の蓄
積は比較的少ない。資料の制約があることがその
一因ではあるが，以下のような原因も考えられる。
南下動員の展開はいわば「三大戦役」が党側の勝
利に終わり，国民党軍が主戦力を喪失する時期と
重なっている。こうした党に有利な情勢下では，
党の幹部集団は南下動員に積極的に応じたことが
研究者に想定されがちである。
これまでの南下動員に関する先行研究は，革命
史観の枠組みの中で，党と幹部集団の緊密な関係
を強調し，動員の「成功物語」を強調するアプロ
ーチを採っていた。このアプローチには，黄・柴，
代，包，劉，岳・杜など中国の論者によるものが
あり，いずれも動員側の行動に注目し，動員の「順
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動員の方式については，県級以上の幹部は基本
的に上級機関に指名される一方，県級より下級の
幹部への動員は各県に割り当てることとなった。
戦時の機動性を重視する視点から，配偶者の帯同
は認められず，女性幹部の南下は子供を持たない
ことが前提となった⒁。このため，南下幹部とな
ることは家族との関係の希薄化を意味している。

3．都市部の動員計画
1949年 2 月24日，農村部の動員とは別の枠で北
平市や天津市など華北の都市部で 1 万人の知識青
年を南方の統治に動員する計画が作られた⒂。「中
国人民解放軍南下工作団」の名目で行われたこの
動員は男女を問わず，中卒以上の全ての若者が対
象となった。地域別では，北平から4500人，天津
から2500人，両地域合わせて技術労働者3000人と
いう数字が割り当てられた。
都市部の南下動員において，南下に参加する知
識青年は小隊長クラスの幹部待遇が与えられる
上，その家族も軍人家族の待遇を受けると規定さ
れた⒃。さらに，農村部の南下幹部の供給制や「単
身赴任」とは異なり，都市部の南下参加者は賃金
制の実施や配偶者の帯同が可能であることが約束

研究で比較的活用されてこなかったものである。
また，本稿において出版元が記されていない資料
は党による内部発行のものである。
本稿で触れる事例については，華北地域の農村
部と北平市のものを使用することとする。なぜな
ら，中国全域で見ると，華北地域の農村部と北平
市から動員された南下幹部の人数が最も多く，代
表的な事例は以上の地域に集中していると考えら
れるからである。

Ⅱ．南下の動員令 

1．動員令の下達

国共内戦勃発当初は国民党が圧倒的に優勢で
あったが，1948年頃，その形勢が逆転した。毛沢
東は同年 9 月 8 日の党中央政治局拡大会議におい
て「（筆者注：1946年 7 月から）約 5 年かけて国
民党を打ち倒すことが可能だ」と情勢を判断した⑽。
これにより，翌月28日，中国の南部の約500県を
党が統治する準備が始まり，5 万3000人の幹部を
南方に動員する指示が正式に出された⑾。その指
示で，南下幹部の家族は一律に軍人家族の待遇と
する制度が決定された。軍人家族の待遇は，経済
的支援や救済を優先して受けることができるが，
最も重要な措置は代理耕作（以下，代耕）の手配
であったと考えられる⑿。

2．農村部の動員計画
5 万3000人の動員計画を地区別に見ると，5 大

中央局に対し，華北に 1 万7000人，華東に 1 万
5000人，東北に 1 万5000人，西北に3000人，中
原に3000人という定員が定められていた⒀。これ
に基づき，華北地域において党の最高指導機関で
ある党中央華北局（以下は華北局と略す）は 1 万
7000人を動員する計画を作成した。図 1 に示し
た通り，華北局の計画において，県級より下級の
幹部は全体動員数の63％を占め，動員対象の中核
を形成している。
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図 1　華北農村部の南下動員計画における幹部の
階級の割合

出所：中共湖南省委党史研究室編『南下入湘幹部歴史文献
資料彙編』，2013年，21－24頁より筆者作成。
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願率は13.6％であり，救済金や結婚・離婚の手配
などの条件次第で受動的に服従する幹部は62.7％
を占めた。さらに，晋中区党委員会の報告では「志
願の形だけでは任務を果たせないだろう」と書か
れており，つまり幹部の自発的選択に任せたまま
では南下動員のノルマは達成できないような実態
であったことが窺われる�。
農村部の幹部はなぜ南下を敬遠したのだろう
か。冀魯豫区の報告は幹部の思惑を①郷土や地方
の意識が強く，国家や党に対する帰属認識は薄い
ため。②土地改革で農地を入手したので，安定し
た生活がしたいため。③文化水準が低く，南の都
会に行けば無力感を感じるため。④家庭での労働
力が不足し，さらに食糧の問題があるため。⑤南
の言葉や風習を知らないため，という 5 点の要因
にまとめていた�。
さらに，当時党の下級幹部の戦局に対する悲観
的な認識や中国の南部に対する誤解が南下動員へ
の参加動機を弱めたと考えられる。例えば，1948
年秋，毛沢東は国民党を打倒することができると
意気盛んな言葉を吐いたが，県級より下級の幹部
は必ずしもそのように理解していなかった。築先

された⒄。

Ⅲ．農村部の南下動員

1．華北農村部の概況

1948年当時，華北局は約4379万の人口及び279
県を管轄し，約100万人の党員及び 8～9 万人の幹
部を擁している⒅。華北地域全体では現地の農民
出身の幹部が70～90％の割合を占め，県級より下
級の幹部の場合で見ると農民出身は90％を超えた
と言われる⒆。図 1 をあわせて考えれば，華北農
村において南下動員の主な対象は現地の農民出身
で県級より下級の幹部であることがわかる。

2．動員される側の反応
当時の『人民日報』は，南下動員に積極的に応
じる農村部の幹部の姿を描いた⒇。しかし，実態
は必ずしもそうではなかった。表 1 と表 2 は幹
部の南下動員に対する初期反応を示したものであ
る。表 1 に示した通り，南下動員大会の参会者
2317人の中で志願者は308人，志願率は僅か13％
に過ぎなかった。また，表 2 に示した通り，総
勢59名の幹部を対象にする調査において，南下志
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表 1　華北局冀南区第1地委における南下動員大会の情況（単位：人）

表 2　華北局冀南区第3地委における幹部の南下動員に対する態度の調査（単位：人）

出所：中共湖南省委党史研究室編『南下入湘幹部歴史文献資料彙編』，2013年，108頁より筆者作成。

出所：中共湖南省委党史研究室編『南下入湘幹部歴史文献資料彙編』，2013年，121頁より筆者作成。
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進したと考えられる。

4．動員の効果
結果として，1948年10月から1949年 4 月にかけ
て華北農村の南下動員のノルマが達成された。一
方，動員の過程において動員される者の逃亡や仮
病という問題が生じていた。
逃亡や仮病といった抵抗行為は基本的に動員の
始まりから南下の出発までの間で発生していた。
しかしその後，何らかの形でその欠員が補充され
た。そのため，本稿は抵抗数／（動員成功数＋抵
抗数）＝抵抗率という算式で抵抗率を求めること
にする（南下途中の逃亡・仮病は計算外）。表 3 

に示した通り，華北農村における南下動員の平均
抵抗率は12.8％に達した。資料のばらつきがある
が，1 万5142名の南下幹部の情報を包括したこの
統計は，華北農村総動員額 1 万7000人の全体像に
近いと言える。
仮病については，南下を回避するため，自殺や
自らの手足を銃で撃つ自傷行為なども含まれてい
る�。南下動員が終了した後，華北に残された幹
部は次回の南下に動員されることに疑念と不安を
抱き，仕事への態度は極めて消極的となり，一部
の県級より下級の党組織が無政府状態となったと
も言われている�。太岳区の統計によれば，約 8 
割の幹部は次回の南下動員を危惧している�。以
上から農村部の幹部はいかに南下動員を恐れてい
るかがわかるであろう。

Ⅳ．都市部の南下動員

1．北平市の概況

1949年 1 月31日，国民党の傅作義との和平工作
が実を結び，党は北平市の無血開城を実現した。
当時，市の総人口は235万人で，15の大学（学生 

1 万7000人）や101の高校（生徒 4 万6000人）が
存在した�。全ての大学で党組織が暗躍し，約
3000人の秘密党員や約4000人の親共青年組織メ

県の調査によると，南下に招集された146人の幹
部のうち57人は党の勝利に疑問を持っていた�。
また，冀南区の報告によると，一部の幹部は米国
の参戦を恐れ，国民党は敗北しないはずだと考え
ていた�。その上，華北農村の幹部は，中国の南
部を「毒蛇だらけの蛮地」�として想定し，南下
することは「生死にかかわる人生の重大な問題」
であると考えていた�。

3．動員手法の多様化
このような状況に直面した党は極めて多様かつ
柔軟な動員手法を見せ，動員のノルマを達成した。
代の研究によれば，以下の手法があったとしてい
る。①「骨幹」（中核派）の統率力を利用し，南
下のムードを作ったこと。②家族に経済的な支援
を行ったこと。③子供の教育や結婚・離婚の手配
や処分の軽減など個人のリクエストに対応したこ
と。④盛大な歓送会を行う儀式で名誉を与えたこ
と，の四つの手法である�。
さらに，処罰という見せしめも行い，これは一
定の効果があったようである。華北局の規定によ
ると，南下動員に抵抗し，とりわけ組織的に抵抗
する幹部に対し，党籍剝奪や逮捕などの制裁がな
された�。これにより，一部の幹部はショックを
受け，南下の決意を固めたという�。
注意すべき点は，以上の多様な対応は，中央の
指示に機械的に従うのではなく，各地方や各党委
員会のレベルによって異なるものである。例えば，
幹部への経済支援は状況ごとに対応がなされ，各
地の支援金額や支援方式は異なっていた。また，
処罰の方法について，各地の党委員会は一定の裁
量権を持つことが華北局に認められていた�。換
言すれば，農村部の南下動員において各地の党委
員会は一定の自主性や裁量権を持ち，ケースバイ
ケースで動員対象への働きかけを行ったと言え
る。こうした多様かつ柔軟な動員手法の実施は複
雑な状況にダイナミックに適応し，南下動員を促
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若者たちは心の鼓動が響く。去るか留まるか。こ
の問題が諸君の頭の中を駆けめぐり，激しい対立
が生じている」と，「非革命者」の複雑な情念が
綴られていた�。
市の中高校生の態度はさらに消極的であった。
1949年 4 月，党は市の 1 万416名の1949年度中高
校卒業生を対象とする進路希望調査を行った。表 
4 に示した通り，党の革命に参加を希望した学生
は497名で，割合で言えば約4.8％に過ぎなかった。
これら党の革命への参加希望者の中で，さらに南
下動員への参加を希望した者は中高校生を合わせ
て67名であり，調査対象全体の0.6％に過ぎなかっ
た。それに対し，進学希望者は8801名で調査対象
全体の約84.5％を占めていた。

表 4 を見る限り，時代が激しく動いている中
で，大勢の中高校生はより冷静な態度を取ってい
たことが窺える。中高校生の革命に対する無関心
な態度を考えれば，市における南下動員の主な参
加者は就職の問題を考えている大学生及び無職の
若者である可能性が高いと推察される�。

ンバーが存在した�。その多くは単身者で，地主，
富農，資本家家庭出身者であったと考えられる。
とはいえ，解放軍の入城を熱烈に歓迎する彼らは
少数派であり，圧倒的に多いのは中立的な態度を
とる一般市民であった�。
市の知識層は，「皆は苦悶，彷徨し，どうした
らよいかわからない。新民主主義の教育方針とは
何か。人民のために奉仕するとは何か」という混
沌とした状況であった�。当時，党の支配を徹底
的に拒否しようとする少数派も存在した�。

2．動員される側の反応
市が解放された翌月，知識青年を対象とする南
下動員がすぐに始まった。時代の岐路に立つ知識
青年たちは南下動員にいかなる反応を示したのだ
ろうか。解放以前から党の秘密党員や親共青年組
織メンバーであった知識青年は党側についていっ
たと想像されるかもしれない。しかし，当時，清
華大学の学生であった楊勤明の日記には，「南下
工作団の募集は正式に始まった。革命の嵐の中で
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表 3　華北農村における南下動員の抵抗情況（単位：人）

出所：中共中央華北局建設編委会編『建設』第33期，1948年 8 月10日，17頁。中共山西省委党史弁公室編『1949山西南下
幹部実録（上）』山西人民出版社，2012年，135，138，448頁；中共貴州省委党史研究室冀魯豫組編『従冀魯豫到貴州：
南下支隊和西進支隊専輯』，1991年，68－70頁；中共湖南省委党史研究室編『南下入湘幹部歴史文献資料彙編』，
2013年，92，95，151－152，158－159，163，165頁；中共湖南省委党史研究室編『南下湖南』中共党史出版社，
2014年，59頁より筆者作成。
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Ⅴ．農村・都市部の比較分析

1．華北農村の経済的・社会的条件

農村部の南下動員について，華北局冀中区は興
味深いことに「一般的に言えば目標は達成された。
この最重要な理由の一つは戦争の終了が早かった
ことである。とりわけ北平は無血開城した。もし，
戦争が長引けば，我々は非常に大きな困難に直面
するだろう」と述べている�。「非常に大きな困難」
とは何か。ここに南下動員への参加をためらった
農村部の幹部の心理を読み取れるポイントがある
と考える。
日中戦争や国共内戦を経て，1948年時点の華北
農村の地域社会は人力や畜力が大幅に減少し，大
きな危機に直面していた。日中戦争の勃発前，男
性青年の中で農業労働力は25％を占めていたのに
対し，1948年の時点では17％へと減少した。他方，
役畜数は約500万頭から250万頭へと半減した。そ
れに伴い，戦前の生産水準と比べて，1948年の華
北の農業生産量の減少率は約17.7％に達した�。
華北局の報告によると，華北農民の生活水準は戦
前に劣っていることは一般的で，常に菜っ葉を主
食として食べる者も非常に多かったという�。
その上，頻繁な自然災害を受け，事態の楽観は

3．動員の効果
中高校生の参加希望者は少なかったものの，結
果として，1949年 2 月から1949年 6 月にかけて北
平市において約6600人の南下動員計画が完成し
た�。農村部の状況とは異なり，動員から逃れる
問題は発生しなかった。逆に夫を引き戻そうとし
た妻は説得され，南下動員に同行したケースが
あった�。一部の大学教員さえも教壇を去って南
下動員に参加したと見られる�。
しかし，知識青年の南下動員への参加は様々な
動機があった。例えば，市で南下動員に参加した
肖峋の回想によると，殆どの知識青年は南下の機
会を利用して官僚になりたかったようである�。
商人の父親を持つ劉鴻歩は，南下動員への参加は
革命の名目で上海に行って商売をしたいだけだと
告白している�。また，南下への参加を利用し，
国民党が支配している台湾へ逃げることを考えて
いる者もいた�）。その他，「仕事だけがほしい」，「国
民党側の仕事に仕えた親との関係が悪く，家から
離れたい」，「南方に行ってみたい」など個人的な
理由で南下動員に応じた若者は少なくなく，さら
に国民党員や三民主義青年団員や国民党軍の兵士
が一部に混じっていたと見られる�。
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たが，労働力不足や食糧の問題は解決されていな
かったのである。

2．軍人家族の待遇をめぐる代理耕作の限界
前述した通り，南下幹部の家族は一律に軍人家
族の待遇とみなす制度が敷かれていた。そのため，
党から代耕が手配され，問題はある程度解消され
るはずであった。それならば，幹部が南下動員へ
の参加に躊躇し，あえて職位を捨ててまで逃亡す
る理由は何であろうか。これに対し，華北局は農
村部の幹部が思想的に堕落しているとの論を展開
していた�。しかし，実際は「代耕」�が機能不
全に陥っており，それに対する幹部の不信感は非
常に強かった。
例えば，阜平県にはおよそ 2 万5470世帯あり，
そのうち軍人家族と位置付られたのは3808世帯で
あった。代耕が手配された軍人家族は2216世帯で
あり，割合にして58％であった�。そして，県の
南下幹部の中で，その家族に代耕が手配されたの
は11.1％に過ぎなかった�。また，質についても
問題があった。県党委員会の指摘によれば，「人
在人情在」（人に対する義理はその人が現地にい
る間だけ）の問題が極めて深刻であり，県にいる
幹部の家族に対する代耕が機能する一方，遠方に
動員された幹部の家族は冷遇されていたという�。
つまり，代耕は制度的に動くものではなく，対象
者の権力やコネが該当地域で機能するか否かによ
るものであった。そのため，南下動員の際，幹部
らは「代耕は有名無実」，「今は綺麗事を言うが，
我々は離れたら誰が責任を持つか」�などの不満
を吐き，逃亡する者や仮病を使う者が続出してい

許されなかった。1948年度の華北において被害を
受けた農地は1500万ムー（華北農地総面積の約
10％）となり，1947年と比較すると，食糧生産
は7546万5352kgも減少した�。冀魯豫区の報告に
よると，1948年度，区の農業生産量の減少率は
33％に達し，約50万人が飢餓状態に陥り，子供
の人身売買や飢餓水腫の現象が絶えなかった�。
華北の定県や正定市などで党指導機関の食糧を奪
おうとする民衆の騒動の発生は，食糧不足の深刻
さを物語っている�。
こうした状況の中で，華北農村の幹部は崇高な
革命の理想のため，家族を見離して南下動員に参
加することは過酷であると考えるようになった。
北岳区阜平県の事例を以下に取り上げる。日中戦
争期から党が長期的に支配していた阜平県は，北
方局や晋察冀中央局・軍区司令部など党の指導機
関の所在地であり，1948年 4 月から 5 月にかけて
党中央の拠点にもなった�。このような阜平県で
さえ南下動員から逃亡する者は続出した。表 5 
に示した通り，阜平県における南下動員の抵抗率
は28.7％に達し，華北農村の平均抵抗率である
12.8％の約 2 倍となった。抵抗者の35人全員が阜
平県出身で，農民出身は29人である�。
なぜこのようなことが起きてしまったのであろ
うか。南下幹部の家族状況について県は聞き取り
調査を実施していた。これに回答した71人の幹部
の中で，48人は家庭の労働力不足や食糧の問題を
提起し，党に経済支援を要請している。この71人
の幹部は 1 世帯当たりで 6 人家族と5.8ムーの農
地を持っている�。換言すれば，殆どの南下幹部
は家族を持ち，土地改革で一定数の農地を入手し

 5  

   

87 35 28.7  

2012 90
92  

 2  

 

1989 434 1945 1949
1998 511 ――

2000 276 277
2012 39 90-92 161 163  

28.7% 32.4% 32.7%

12.8%
21.9%

29.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

表 5　阜平県における南下動員の状況（単位：人）

出所：晋察冀辺区阜平県紅色檔案叢書編委会編『北上南下』中央文献出版社，2012年，90－92頁より筆者作成。
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民政府よ，めし頂戴」のスローガンを出してデモ
を行ったほか，食糧を強奪する事件も起こした�。
同時に国民党側の資金に依存している私立大学が
相次いで解体され，多くの大学生が居場所を失っ
ていった。市党委員会の報告によると，これは多
くの大学生が党の革命に参加する理由であり，進
歩の思想に由来するものではないという�。
他方，市において一部の大学生は反国民党の感
情を持ち，復讐するような形で国民党のあらゆる
ものを否定しようとした�。これは彼らの南下動
員への参加の動機を強めたと考えられる。米国と
ソ連との違いさえも知らない彼らが党こそが中国
を救えると思い込み，南下動員への参加を決めた
ようである�。田本相はそのひとりである。彼の
回想によると，兄と姉はより冷静で南下動員に参
加しなかったが，「私は理知や冷静さが不足し」，
「我々は南下に対して幻想を抱き，一部の人は本
気で接収・管理工作の偉い官僚になりたかった」
という�。
総じていえば，こうした北平市の経済的・社会
的背景があったため，進路を求めている大学生や
無職の若者にとって，一定のポストが与えられ，
家族は軍人家族の待遇を受け，さらに賃金の支払
いも約束される条件で南下動員に参加することは
魅力的であった。これが都市部の南下動員が比較
的順調だった大きな要因である。

4．党と幹部の関係性
「我々の革命は幹部に頼らなければならない」，
「幹部は全てを決定する要素である」という毛沢
東の言葉通り，幹部は革命のカギを握る存在であ
る�。だが，本稿の検討において動員される者，
とりわけ農村部で動員される幹部の南下動員に対
する複雑な反応があったことがわかった。それで
は，なぜ，結果として農村部の南下動員のノルマ
が達成されたのだろうか。この問題を踏まえて党
と幹部の関係性を検討してみたい。

たのである。
地域によって程度の差はあるものの，華北農村
において代耕の機能不全は普遍的に起こってお
り，軍人家族の生活は極めて貧しい状態であっ
た�。それゆえ，「飢饉の中で軍人家族が乞食に
なることの注意及び処理」という指示すら華北局
から発布された�。冀魯豫区の組織部長である劉
晏春は「幹部や軍人の家族に対する優遇政策はよ
くできておらず」，「この名目で幹部は南下したく
ない」との問題を指摘している�。
1948年華北農村の不況を背景に，代耕をめぐっ
て幹部の家族への取り扱いは南下動員に影響する
重要な問題であり，革命の理想だけで解決できな
い社会問題でもあった。これは，農村部の幹部が
最初に躊躇し，ひいては逃亡・仮病といった現象
が発生する最大な要因であった�。それゆえ，代
耕で失った利益を埋める形で，前述したように，
南下幹部からの様々なリクエストに柔軟に対応す
る多様な動員手法が求められた。

3．北平市の経済的・社会的条件
一方，華北農村の農業不況や食糧危機とは異な
り，北平市は物価高騰や失業の問題を抱えていた。
1948年 8 月から49年 1 月にかけて解放軍が入城
する前，市の物価は約80倍に高騰し，すべての商
店が休業し，物々交換が行われる状態になり，社
会不安が増大していった�。
同時に，市の失業者は約50万人に達し，求職難
の空気が満ち溢れた�。解放直後，市の党指導機
関を囲い込む求職者に党は対応しきれないほどで
あった�。市民からの数千通の投書が殺到し，約
7割は職を求めるものであった�。
1948年度，市の大学卒業生は約3000人で，殆ど
は未内定者であった�。『人民日報』の投書欄に
おいて，「南下工作団は賃金制を採用するか否か」
という質問から，知識青年の南下に対する経済的
な期待感が読み取れる�。一部の大学生は，「人
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おける逃亡する者や仮病を使う者は主に県級より
下級の幹部である。それに対し，県級以上の幹部
の逃亡者は僅かである�。しかし，県級以上の幹
部は南下動員に応じた動機は複雑と言える。それ
について，冀南区は，①一部の人にとって革命の
理想が主な動機，②出身地の南方へ戻りたい，③
独身の青年幹部は好奇心が強い，④家族は重荷で
あり，南方で新しい配偶者を探したいと考える人
は少なくない，⑤南方では幹部が足りず，抜擢さ
れやすい，⑥一部の人は上司に不満があり，現地
から離れたい，という 6 点の要因を提示した�。
ここでは④の指摘は注目に値する。実際，家族
を気にとめていた県級より下級の幹部とは異な
り，県級以上の幹部は配偶者を南下に帯同するこ
とは可能である�。一方，南下への参加を機に，
華北農村の家族を捨てて南の都市出身の者と結婚
することを考えている県級以上の幹部も少なくな
かった�。いずれにせよ，後顧の憂いのない県級
以上の幹部は南下動員に積極的に応じ，動員の基
盤を固める原動力となっていたと考えられる。彼
らの存在は主に県級より下級の幹部の間に発生し
た逃亡や仮病の問題を食い止める重要な条件で
あった。

まず，前述した通り，農村部の南下動員の促進
要因として党の多様かつ柔軟な動員手法が挙げら
れよう。また，一般大衆を対象とする徴用労務者
や徴兵の動員と対比した上，幹部集団を対象とす
る南下動員は比較的順調だったことがわかる。例
えば，1948年11月から49年 3 月にかけて阜平県で
は徴用労務者の動員や徴兵の動員や南下動員とい
う三つの戦時動員が同時に行われた。図 2 に示
した通り，徴用労務者や徴兵の動員より，南下動
員の抵抗率は比較的低い。
華北全体の傾向も類似している。例えば，1948
年10月から太原戦役が始まり，華北局は 6 万4494
人の労働者を動員したが，途中で 1 万4186人が逃
亡し，抵抗率は21.9％となった。徴兵の動員につ
いて，華北の冀魯豫軍区の報告によると，1948年
には当該軍区は 3 万5470人を有していたが，逃亡
兵士数は 1 万5000人に達し，その年度の補充兵員
数と相殺したほどであった（抵抗率29.7％）。こ
れらは，いずれも華北農村の南下動員の平均抵抗
率12.8％を遥かに超える数字である。こうした比
較から見ると，権力の周辺に位置する一般大衆よ
り，幹部集団に対する党の動員力が比較的高いと
考えられる。
さらに，幹部の階級別から見ると，南下動員に
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図 2　分野別に見る動員抵抗率の比較

出所：中共冀魯豫辺区党史工作組弁公室編『中共冀魯豫辺区党史資料選編　第三輯（下）』山東大学出版社，1989年，434頁；
中央檔案館編『晋察冀解放区歴史文献選編（1945－1949）』中国檔案出版社，1998年，511頁；中央檔案館編『共和
国雛形―華北人民政府』西苑出版社，2000年，276－277頁；晋察冀辺区阜平県紅色檔案叢書編委会編『北上南下』
中央文献出版社，2012年，39，90－92，161－163頁より筆者作成。
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［注］
⑴中国語において幹部は大衆と区別され，党，国
家，大衆団体，国営企業，事業機関中の一定の
指導工作もしくは管理工作を担当する公職者を
広く指す。本稿は中国語の語彙を援用する。幹
部の特性および歴史的変化については毛里の研
究に詳しい。毛里和子「中国政治における『幹
部』問題」，衛藤瀋吉編『現代中国政治の構造』
日本国際問題研究所，1982年，162－200頁。
⑵趙生暉『中国共産党組織史綱要』安徽人民出版
社，1987年，228，238頁。
⑶小林弘二『中国革命と都市の解放―新中国初
期の政治過程』有斐閣，1974年，295頁。
⑷沈益民，童乗珠編『中国人口遷移』中国統計出
版社，1992年，149頁。
⑸笹川裕史，奥村哲などを中心メンバーとする中
国基層社会史研究会の共同研究は，日中戦争期
から1950年代までの中国社会を「戦時秩序」と
捉え，共産党の政策執行を受け止める基層社会
の条件の重要性を強調し，以下のような示唆に
富む研究成果を生み出した。笹川裕史，奥村哲
『銃後の中国社会―日中戦争下の総動員と農
村』岩波書店，2007年；奥村哲編『変革期の基
層社会―総力戦と中国・日本』創土社，2013
年；笹川裕史編『戦時秩序に巣喰う「声」日中
戦争・国共内戦・朝鮮戦争と中国社会』創土社，
2017年。

⑹胡縄編『中国共産党的七十年』中共党史出版社，
1991年；Chalmers Johnson, Peasant Nationalism 

and Communist  Power :  The Emergence of 

Revolutionary China, 1937-45, Stanford University 

Press, 1962.
⑺扱う地域や時期は若干異なるが，これまでの通
説に異を唱えた日本の代表的な研究は以下のも
のがある。田中恭子『土地と権力』名古屋大学
出版会，1996年；高橋伸夫『党と農民』研文出
版，2006年；阿南友亮『中国革命と軍隊―近

Ⅵ．結語

本稿の取り上げた課題を総括すると以下のよう
になる。本稿は農村部と都市部という重層的な視
点から，これまで光が当てられてこなかった南下
動員における動員される側の行動や内在的な心
理，及びそれを規定する経済的・社会的条件を検
証してきた。
農村部の幹部であれ，都市部の知識青年であれ，
当初の反応は消極的であった。華北農村の不況を
背景に，代耕の機能不全の問題もあり，農村部の
南下動員が平均12.8％の抵抗率を見せていた。県
級以上の幹部は南下動員に積極的に応じたが，県
級より下級の幹部は逃亡や仮病など動員を避けよ
うとする傾向が発生しやすかった。しかし，複雑
な状況に適応する共産党の柔軟な動員の仕組み，
および南下動員の原動力となった県級以上の幹部
集団の存在は，農村部の目標動員数の確保を可能
にしたと考えられる。
一方，物価高騰や失業問題を抱えていた都市部
において，南下動員への参加はプラスの意味を持
つため，知識青年に対する南下動員は比較的容易
であった。その中で，中高校生は無関心な態度を
示したが，進路の問題に直面している大学生や無
職青年は積極的であった。
農村部と都市部とでは南下動員が異なった様相
を呈していたが，革命の理想だけで説明しきれず，
南下動員への参加者は非常に複雑な動機を持って
いた点で間違いなく通底していると言えよう。
革命の理念が完全に浸透していない問題につい
て，党の指導者は等閑視していたわけではない。
その延長線上に，中国建国初期の政治を揺さぶる
政治運動が継続してゆくわけである。理念の浸透
を重視する以上，今現在でも革命への動員は終わ
りのないテーマと言えるであろう。
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