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６６６６・・・・２５２５２５２５南北戦争南北戦争南北戦争南北戦争のののの顛末顛末顛末顛末    

    

１１１１））））北韓軍北韓軍北韓軍北韓軍のののの南侵南侵南侵南侵、、、、ソウルソウルソウルソウル占領占領占領占領    

南北が夫々単独政府を樹立して２年だけで国を安定させて１９５０年を迎え、１－

２月の間に開城と壅津（黄海道）半島などで北韓の国境警備隊は軍事的攻撃と小規模

な衝突を起こしてきたが、１９５０年６月２５日明け方４時を期して３８度線の全面

南侵を開始した。 

北韓の南侵は北韓の人民共和国樹立後約２年の間、訓練され十分に準備された奇襲

戦だった。北韓としては１９５０年１－２月間の開城と壅津の小規模軍事攻撃は全面

戦の予備戦闘訓練だったと推測される。１９５０年６・２５は北韓軍が３８度線を越

えて全面戦を展開するや、韓国軍は瞬く間に崩され北韓人民軍の進撃は速く、６月２

７日には韓国軍が３８度線から後退し、ソウル蒼洞とミアリに防禦陣を構築したが、

Ｔ－３４タンクを先頭に立てた破竹の勢いには韓国軍はなす術がなく崩壊した。この

日韓国陸軍部隊は水原市に後退し政府はそれよりずっと早く南方の大田市に避難した。

６月２８日には北韓軍がソウルに進入した。 

韓国陸軍首脳部は北韓軍の漢江渡河と南進を防ぐため２８日明け方２時３０分漢江

橋を爆破したのである。これによって国軍の退却も支離滅裂でソウル市民たちの避難

路も閉ざされ阿修羅の場となり、漢江橋で数多くの軍人と避難民が漢江の藻屑となっ

たのである。 

 

２２２２））））北朝鮮軍北朝鮮軍北朝鮮軍北朝鮮軍ののののソウルソウルソウルソウル３３３３日間占領日間占領日間占領日間占領のののの謎謎謎謎    

 ソウルを占領した北韓軍は６月２８日から南進を止め３日間を費やした。地下に潜

っていた共産左翼が一斉に人民共和国の国旗を振って歓迎するソウルの街に進入し 3

日の間特に変わった動きは見せなかった。今日でも北韓軍が南進をせず留まった‘ソ

ウルの３日’は謎を残している。ある学者は‘南韓各地に既に地下に潜っていた南労

党員と左翼勢力が呼応蜂起するのを期待して待機していた’と解釈している。又別の

学者は北韓がソウルを占領した有利な状況の下で南韓の協議の提起を期待して進撃を

停止したと解釈している。彼らは北韓が初めから全面南侵の意思はなく南韓共産化統

一の計画がなかったと自分たちの主張を論拠の一つとしてこのような解釈を提示して

いる。 
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 又別の学者は６・２５勃発の時、江原道春川市一帯で韓国軍６師団が善戦し進撃す

る北朝鮮軍が予定していた日にソウルに入ることができなくなるや、ソウルを占領し

た北韓軍は彼らを待って留まっていたのだと説明している。 

 何れにせよこの３日間は生死の岐路にあった南韓を生かしてくれた貴重な期間だっ

た。北韓軍が南侵３日だけでソウルを占領した余勢そのままで押し寄せていたら、南

韓は最悪の危機に陥っていたかも知れないと開戦後陸軍参謀長丁一權將軍は回顧して

いる。 

 ６・２５戦争中米極東軍及びＵＮ軍司令官マッカーサー將軍が解任され、その後任

として韓国戦争を指揮したリッジウエー將軍の朝鮮戦争（翻訳熊谷正己）の著書でも

‘万一北韓軍がソウルで３日間留まらず、韓国軍６師団が春川などでの善戦で人民軍

の南侵速度を緩めてくれなかったり、米陸上部隊が、海・空軍の援護を受けていない

共産軍が最初の６０日乃至７０日以内にどっと釜山海岸まで押し寄せるのは疑いの余

地がなかったであろう’と断言している。 

 

 ３３３３））））米国米国米国米国のののの即時介入即時介入即時介入即時介入    

 朝鮮半島３８度線分断は世界第２次戦終戦直前、即ち米軍の日本‘広島’と‘長崎’

原子弾爆撃で日本が降伏する直前の１９４５年８月８日、ソ連軍が日本に宣戦布告を

して満州から朝鮮半島に南進するや、米国はソ連軍が朝鮮半島を全部占領するのを防

止するため大急ぎで３８度線を設定し、北はソ連軍が進駐し南朝鮮は米軍が進駐し日

本軍を降伏武装解除し南北に分けて夫々実施することになった。境界線が３８度分断

線であった。１９４８年南朝鮮に大韓民国政府を樹立させると、米軍は南朝鮮に治安

と３８度線の警備業務を担当する警察の補完任務を担当する正式軍隊ではない国防警

備隊を６・２５の１年前、１９４９年３月に創設した。これは陸上兵力６５，０００

名、海岸警備隊４００名で組織された。上記の陸軍の４個師団に米軍の２個連隊の装

備に過ぎない武器、そして海洋警備隊には数隻の艦艇で武装させ米軍は撤収し始めた。 

 １９４９年６月に北韓人民軍が壅津半島に侵入する中で米駐屯最後の戦闘部隊は撤

収していた。 

米政府当局や軍首脳部は朝鮮半島で武力衝突や侵入に関しては眼中にもなく、長い

戦争で疲れていた米国の青年たちを一日も早く彼らの妻子と父母の元に帰さなくては

ということが急務あった。第２次大戦後朝鮮半島は米国のアジア包囲線の外で、日本
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とフィリピンまでだけが包囲地域として公表されていた。 

南北朝鮮で全面戦が起これば南朝鮮は北朝鮮人民軍に対決することができない劣勢

であることも米軍当局はよく分っていた。１９５０年５月即ち６・２５直前に北韓人

民軍が南侵する準備をしているという情報も少なからず探知され報告されていた。し

かし米国は従前の平和ムードに圧倒され、朝鮮半島で紛争は勿論米国本土からも航空

機などの兵器工場稼動も急速度に縮小され中断されていた。 

ところでこのような中で北韓軍の奇襲に対する報告を受けるやトルーマン大統領は

即時応戦を決心することになった。 

では何故彼はこのように迅速な米軍投入を決心したのだろうか？トルーマン大統領

の回顧録によれば、彼が“北朝鮮の南侵はソ連の世界共産赤化意図の一環と見て、直

接的には朝鮮半島が共産化する場合米軍のアジア防御の尖端である日本の米・日軍事

同盟に及ぶ影響を憂えたためである。”のみならず“中国大陸が共産化され東南アで共

産反乱が続出するドミノ現象が現れるように、アジアでも共産主義の膨張が加速され

ること”と判断したため、彼はこのような迅速な対応措置をとったのであろう。 

このような米国トルーマン政府は“北韓軍を即時３８度線以北に撤退させること”

をＵＮの安全保障理事会（９７カ国）に要請し引き続き６月２７日（韓国時間２６日）

には“ＵＮは北韓南侵軍を撃退する軍隊を提供させる決議”をした。この決議に根拠

を置いてトルーマン大統領はマッカーサー司令官に陸海空軍を朝鮮半島の北韓軍撃退

に投入するよう命令した。翌日の７月１日駐日米２４師団２１連隊第１大隊が最初に

釜山に上陸することで米地上軍の介入が始められ、米第２４師団長ディーン少将を駐

韓米軍総司令官に任命した。続いて米極東軍司令官であるマッカーサー大将を国際連

合軍総司令官に任命した。 

第一戦闘部隊として北進した米軍第１大隊スミス部隊は７月５日北朝鮮軍と水原の

南方烏山で最初に人民軍と遭遇戦闘があったが、Ｔ１４のソ連製対戦車を先頭に立て

た数個師団の進撃に対抗するには力及ばず退却してしまった。このスミス大隊は隊員

総数５００名に小銃２個中隊、迫撃砲２個小隊、７５ｍｍ無反動銃１個班などで編成

されていたという。 

日本を占領中の米軍は戦勝占領軍として日本に君臨し、よく食べよく遊んで楽しく

過ごしていたこれら将兵が一日にして釜山に上陸し敵と対峙したのである。 

戦車と野砲に対抗する大砲もなかったスミス部隊は殆んど全滅し退却するだけであ
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る。 

 

４４４４））））破竹破竹破竹破竹のののの勢勢勢勢いでいでいでいで南進南進南進南進するするするする北韓北韓北韓北韓人民軍人民軍人民軍人民軍    

以後日本に駐屯していた米２４師団兵力の後続部隊は釜山港に上陸し南下する北韓

軍を阻止する戦闘をしたが、優勢な北韓軍に押され７月８日には天安近郊防禦陣を構

築し人民軍を防ごうとしたが、１１日には全義と조치원（チョチウォン）から撃退さ

れ７月１３～１５日には錦江防禦線で３日間戦ったが、北韓軍は錦江防禦線も突破し

て太田市街戦が繰り広げられた。 

この大田市街戦で２４師団長ディーン少将は釜山への後退路を湖南行きの道と錯覚

して後退中に北韓軍の捕虜になった。 

７月１７日には大田も北韓軍が占領しＵＮ軍は釜山の方へ押され、湖南地方は殆ん

ど無敵地帯を人民軍は南進した。湖南の最南端都市木浦は漢江が爆破され、たった一

ヶ月後の７月２８日には無血で進入占領した。 

この日私は木浦に避難して一ヶ月経ったばかりで長女（聖蘭）が生まれ、人民軍を

見ることになったのである。 

ＵＮ軍の大田敗戦でＵＮ軍は遂に慶尚道を貫流する洛東江防禦線である浦項・大

邱・馬山を結ぶ防禦線を構築し、米軍部隊は続けて釜山に上陸させ、初めて戦車部隊

も到着した。 

しかし北韓軍のＵＮ軍洛東江防禦線に対する攻撃も決死的で渡河上陸船がなかった

北韓軍はドラム缶（油タンク缶）や筏に乗って洛東江を越え大邱に進撃作戦も試みて

いた。万一北韓軍が洛東江を渡って大邱に進撃すればＵＮ軍の防禦線は崩れたであろ

う。 

 

５５５５）ＵＮ）ＵＮ）ＵＮ）ＵＮ軍日本軍日本軍日本軍日本へのへのへのへの後退計画後退計画後退計画後退計画    

９月初めの戦況は再びＵＮ軍の防禦線が危険状態に陥った。北韓軍は浦項に上陸作

戦まで試みたが、韓国軍は高等学校の学生たちの支援軍を募集しこれをなんとか食い

止めていた。このように釜山・大邱地域の防禦線まで危険になると、東京のマッカー

サー司令部は‘最悪の場合には米８軍を日本に撤収させ韓国軍中２，３個師団を含め

た約１０万名の要員をグアムやハワイに後退させる’という内容の計画を極秘裏に立

てたという。 
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この計画をウオーカー司令官が韓国軍の総司令官だった丁一權少将に知らせながら

‘ある範囲の人たちとある師団を後退させることを極秘裏に選定せよ’と指示し、李

大統領には報告しないよう強調した。しかし韓国軍総司令官としては国軍統帥権者で

ある李大統領に報告しないわけにはいかなかった。そこで丁將軍は秘中の秘の内容を

報告した。李大統領は激怒した。彼は“ウオーカーへ話して、命を大切にする米国人

は去らせる、しかし韓国軍、いや韓国人は誰でも韓国から後退しないだろう、勿論私

も残ろう”と云った。丁將軍は大統領の気迫と闘志に大きな感銘を受けたと回顧録（１

９８５回顧録“６・２５秘録：戦争と休戦”）に残している。 

９月５～１３日まで慶北の慶州市と永川を中心にした双方の戦闘は熾烈であった。

死活に係わるこの戦闘でＵＮ軍は遂に北韓軍第１５師団を壊滅させた。 

この戦闘でＵＮ軍が敗北したなら、釜山・大邱の防禦線は崩れ事実上大韓民国の崩

壊を意味するものであった。（韓国戦秘史：日本防衛大学教授 佐々木春隆） 

 

６６６６）ＵＮ）ＵＮ）ＵＮ）ＵＮ軍軍軍軍のののの反撃作戦反撃作戦反撃作戦反撃作戦（（（（仁川上陸作戦仁川上陸作戦仁川上陸作戦仁川上陸作戦））））    

６・２５戦争が勃発した６・２５からＵＮ軍が仁川・江陵に上陸する９月１５日ま

での約３ヶ月（８２日）の間ＵＮ軍の全ての戦闘は釜山橋頭堡を守りＵＮ軍が南海に

押し出されるのを防ぐのが唯一つの目標だった。ＵＮ軍の覚悟も悲壮だった。８月末

まで北韓軍は釜山橋頭堡を除いて朝鮮半島の９３％の領土を占領するだろう。 

このように窮地に陥ったＵＮ軍反撃の決定的契機は１９５０年９月１５日仁川と江

陵島で強行した上陸作戦の成功だった。この作戦はマッカーサーの決断で行われた。

彼はＵＮ軍が釜山橋頭堡まで押されると、この上陸作戦を構想して９月１日海軍大尉

を極秘に仁川沖合いの月尾島に上陸させ、仁川港上陸地の地形と港口の水深などを偵

察させ９月１２日に２６１隻の大輸送団が釜山港を出発した。マッカーサー総司令官

も旗艦ミズーリーに同乗した。９月１５日には９月１日から月尾島に潜入して約２週

間上陸する地点と地形・敵状を偵察していた海軍大尉が月尾島の灯台に点火して艦隊

の入港を誘導する信号を上げたのである。 

上陸部隊は月尾島を掌握し直ちに仁川港南部に上陸した。北韓軍はまさか米軍が仁

川に奇襲上陸しようとは考えもつかず、洛東江の戦闘だけに総力を上げていた中で虚

を突かれたのである。事実多くの戦略・戦術家たちでもこの仁川上陸作戦の成功の確

率は１千分の１に過ぎない賭けだったと云っている。 
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その理由は上陸予定日の９月１５日は陰暦の８月４日で満潮上げ潮の時点の明け方

に上陸作戦を開始した。船舶が引き潮後の干潟の上に乗せられて立ち往生し、敵の集

中射撃による全滅を免れようとするなら、約２時間の満潮時間に上陸しなければなら

ず、満潮の時も海から仁川港陸地の高さは約１ｍ３０ｃｍで、ＬＳＴの上陸点から梯

子を使って登らなければならなかった。そして９月中旬は台風が多い季節だった。昔

蒙古軍（元）が二度も日本を侵攻（１２７４～１２８１）したが、共に台風のため対

馬沖で蒙古と高麗の数十万の軍隊が破船水没して失敗しただけであった。日本はこの

幸運の台風を神風として歴史に記録している。    

 その上韓米連合軍（ＵＮ軍）は釜山橋頭堡防衛に死活をかけた激戦中の部隊から約

２個師団を差し出さなければならなかった。 

 このような理由で米国統合参謀本部（ＧＨＱ）首脳部は勿論マッカーサー將軍の極

東司令部参謀たちも仁川上陸作戦に反対したが、結局マッカーサー將軍の構想に説得

されてしまった。マッカーサーは北朝鮮軍が大田を占領し洛東江まで押し寄せてくる

や、仁川上陸作戦を構想し計画したという。 

 後日トルーマン米大統領とマッカーサー將軍が満州中国の本土爆撃の可否で意見が

食い違ってマッカーサー極東軍司令官が解任され、その後任になった米８軍司令官だ

ったリッジウエー大将は彼の著書“朝鮮戦争”でマッカーサーについての論評の中で

“マッカーサー元帥は戦略戦術の天才的素質と優れた説得力まで兼ね備えた大物政治

家だった”と記述している。マッカーサーは同じく太平洋戦争（米日戦争）の英雄で

あり敵国である日本国土を占領し君臨しながらも日本人たちから慕われていた人物で

あった。 

 金日成（北朝鮮軍）は敵將ながら歴戦の勇將であるマッカーサーがこのような無謀

で賭博的な仁川上陸作戦を敢行することは想像もできなかったのである。随って殆ん

ど無血で約１０万のＵＮ軍（韓米軍）が仁川上陸作戦を成功させることができたので

ある。 

 ＵＮ軍の仁川上陸を知らされた北朝鮮軍（金日成）は、あたふたと２個師団でソウ

ル包囲に出て頑強に抵抗をしたが、ＵＮ軍は破竹の勢いで金浦空港を占領し漢江を渡

河して延禧洞に進出し９月２８日、仁川上陸から２週間後ソウルを完全に奪還した。

（圖参照） 
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    ７７７７））））ＵＮＵＮＵＮＵＮ軍軍軍軍３８３８３８３８度線度線度線度線をををを越越越越えるえるえるえる    

 ＵＮ軍が仁川に上陸して３８度線に到達するやＵＮ安保理と米国首脳部では３８度

線を突破する北進の可否で対立の論戦が広げられた。このような渦中に韓国の李承晩

大統領と韓国軍の強力な要求によって８軍司令官のウオーカー將軍は‘純粋な防禦目

的の戦術的次元の行動という条件で若干の３８度線を越えることを許可する’という

条件付きの北進を許諾した。これによって真っ先に韓国軍２３連隊が３８度線を突破

したのである。この日が１０月１日で‘国軍の日’になっている。 

 １０月２日マッカーサー司令官はＵＮ軍がソ連と中共軍の介入がないだろうという

前提なら３８度線を越えても良いという米国首脳部の最終決定を下したのである。 

  

 ８８８８））））金日成金日成金日成金日成のののの避難避難避難避難とととと李承晩李承晩李承晩李承晩のののの平壌平壌平壌平壌演説演説演説演説    

 米国首脳部では中国とソ連の介入の可否に神経を尖らせている状況の中でも、韓国

軍とＵＮ軍は３８度線を越え北進を続けた。１０月８日には開城市を占領し、１０月

１０日には江原道の鐡原を越え直ちに咸境南道元山に向けて進撃して行った。 

 戦勢がこのようになると金日成は１０月１６日明け方２時にソ連製の高級乗用車で

平壌を出たという。北朝鮮人民軍がソウル近郊まで南進するや、李承晩大統領が６月

２７日ソウルを脱出してから約３ヵ月半で、反対に金日成は彼の首都を脱出すること

になったのである。この事実は彼の護衛兵だった人民軍将校の一人が韓国軍第７連隊

に投降したことで明らかになったが、‘丁一権’が記述した‘６・２５秘録’に詳しく

記録されている。今の北朝鮮統治者‘金正日’は当時まだ９歳で既に１０日前に満州

の長春に避難していたという。 

 １０月１６日に平壌を脱出した金日成は平安南道順天郡と清川江を越えて、１０月

２６日には満州接境地帯の平安北道康界郡に着くことができた。彼の避難路には反共

住民（所謂反動分子）が蜂起し彼の乗用車避難が難しくなり、車道を諦め山中に隠れ

１０余日の間を彷徨った末康界に到着することができたという。 

 この日（１０月２６日）李承晩大統領は元山で、１０月３０日には平壌で数多くの

聴衆が群がった中で‘南北統一’を叫んだ。 

 

９９９９））））中共軍中共軍中共軍中共軍のののの介入介入介入介入ととととＵＮＵＮＵＮＵＮ軍軍軍軍のののの後退後退後退後退    

 ＵＮ軍が遂に３８度線を越えて北進中だった１９５０年１０月１５日に、太平洋の
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ウエーク島からマッカーサー司令官はトルーマン大統領と会談をした。ここでマッカ

ーサーはトルーマン大統領に中国の参戦の可能性は殆んどないだろうと確約した。し

かしその会談から４日過ぎた１０月１９日中共軍は夜半密かに鴨緑江を渡り北朝鮮の

平安北道と咸境道の山中深く隠れていた。 

 この時ＵＮ軍は咸境南道の道庁所在地の咸興市を占領したが続いて北朝鮮の首都平

壌を占領していた。これは北朝鮮の大部分とその首都をＵＮ軍が掌握した時既に中共

軍の介入が始められたことを意味する。 

 ＵＮ軍は中共軍が密かに鴨緑江を越え山中に入ってきていることを気づかないまま

鴨緑江に向けて前進していた。韓国軍６師団を先頭に鴨緑江の초산（チョサン）まで

到達し感激の鴨緑江の水を汲み入れたりしたが、その７連隊は思いがけず中共軍が襲

撃し白兵戦でこれら韓国軍を壊滅させた。 

 北朝鮮に潜入した中共軍は朝鮮人民共和国の支援義勇軍と自称して、巧妙で密かに

隠れて入ってきた。彼らは昼間は山中に隠れていて夜にだけ徒歩行軍で進入した。 

 ＵＮ軍はクリスマスまでに北朝鮮軍を朝鮮半島鴨緑江・豆満江の国境の向うに押し

出し、クリスマスは休暇をとろうという考えと夢で競って進撃した。途中散発的な中

共軍との戦闘が繰り広げられ捕虜も捕らえたが、これは中共軍の威嚇やゲリラ兵程度

と看做され無視したまま北へ北へと進軍した。 

 米第１海兵師団は１１月２１日鴨緑江海山津（咸境北道）まで進出するのに成功し

た。しかしこの頃に初めて中共軍の大規模攻撃を感知・確認し、米軍は撤収退却作戦

に転換することになった。 

 東部進撃の米第１０軍団は１１月２０日清川江上流（咸境北道）北側の地点、長津

湖近くで中共軍大部隊の挟み撃ちを受けることになった。第８軍司令官ウオーカー將

軍は推定２０万の中共軍の攻撃で、絶望的だとマッカーサー司令官に報告した。中共

軍は隠密裏にＵＮ軍の後方まで密かに山で待機していて奇襲したのである。 

 １９５０年１１月長津湖で米軍が撤収する過程でＵＮ軍２万名は中共軍１２万名と

ぶつかった。この長津湖は咸境南道長津郡長津江を人手で塞いで造った湖水の峡谷で

ある。中共軍の大規模参戦を知らなかったＵＮ軍がこの峡谷に米海兵隊第１師団を長

津湖地域で浸透させながら繰り広げられた戦闘だった。包囲された米海兵隊は零下３

０度の厳しい寒さと約６倍の敵軍と戦い包囲網を突破するための戦闘だった。米軍は

中共軍の死体で包囲網を構築しながら戦ったのである。歴史上かってない残酷な戦闘
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として記録されている。この戦闘で中共軍は約４万名、ＵＮ軍２，５００名が戦死し

たという。ここで生き残った米軍は興南埠頭を爆破してやっと撤収した部隊である。

‘頑張れ金順や’という歌も生まれた興南撤収作戦だった。 

 ＵＮ軍は至るところで中共軍の包囲網の中から脱出することになった。米８軍が３

８度線から後退し第１０軍団は興南の橋頭堡から後退して集結した。時正に零下３０

度の寒さと吹雪で後退軍は足が凍傷になり負傷した兵士たちを率いて中共軍の攻撃を

防ぎながら包囲網を開いて撤退を繰り返した。後退中約１割が戦死した部隊もあった

という。 

 興南に後退集結したＵＮ軍は米海軍艦艇が追撃してくる中共軍を艦砲射撃で防ぐ中

を後退軍と避難民の海への撤収作戦は１２月２４日に完了した。 

 この時興南には米第１０軍団１０万５千の全部隊と１０余万の避難民、そして１万

７千余台の車両と数十万トンの貨物が集結していた。 

 これらの中避難民の一部は乗せることができず敵地に残したまま、その他興南に集

結した全ての軍人と兵器と貨物を載せて撤収を成功させた。運搬できない一部の装備

と軍需物資は海岸で破壊又は焼却し中共軍の手には何も残していかなかった。当時米

８軍司令官（後日マッカーサー元帥の後任極東軍司令官）は彼の著書“朝鮮戦争”で

このように記述して次のように興南後退作戦を論評している。 

 “この時の新聞と言論はＵＮ軍が大敗北したような印象を与えているが、実際にＵ

Ｎ軍は数的に優勢だった中共軍の奇襲と絶え間ない攻撃の中でも大きな損失なく成功

裡に撤収を敢行したことは、海・空軍の援護と後ろから敵の追撃を防ぎぬいた第１海

兵師団、そして米第２師団の勇敢な戦闘でその損害を最小に抑えて成功した撤収作戦

だった”と。 

  兎に角、ＵＮ軍は１２月中旬鴨緑江まで進撃して中共軍の人海戦術包囲と攻撃で

１２月４日平壌を撤収、１２月２４日興南撤収と僅か２週間の１２月２６日には３８

度線まで、１９５１年１月４日にはソウルまで再び敵軍に渡し西部は平澤（忠清北道）

水政保駆動,東部は三渉線（江原道）の３８．３度線まで後退した。 

 ソウルを２度目に敵軍に渡した１９５１年１月４日、この日を通称１・４後退と呼

んでいる。大韓民国の首都ソウルは６月２８日に北朝鮮人民軍によって占領され、３

ヶ月ふりの１月４日再び中共軍が占領することになったが（私が仁川で陸軍総合学校

（東萊）に向かう米輸送船に乗った日の１２月２８日は中共軍が３８度線近くまで南
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進している時点だった）。 

 このようなＵＮ軍の後退（敗戦）に対して後日中国の毛澤東は彼の評価論文で次の

ように記述している。（“韓国戦争”：金學俊教授”） 

 “敵軍（ＵＮ軍）は平壌を占領した後我々の出兵を考慮せず第１線の兵力をたった

１３万名で編成し進撃してきた。その上東部と西部戦線に分かれて西部戦線は米８軍

が、東部戦線は米１０軍が進撃してきたが、２軍は互いに連結の統率関係がない弱点

があった。秋収感謝祭までには朝鮮戦争を終わらせることができるという宣言と自慢

で軍隊を二つに分かち、無謀に進撃したために各部隊間に互いに連絡がされていなか

った。彭徳懐（中共軍司令官）同志は敵が我々を知る前までは敵軍は無謀に北上する

ことで、わが軍隊は密かに機動性があるように作戦を展開、甚大な打撃を与えた” 

 上のように毛澤東の評価は当時米８軍司令官だったリッジウエー將軍が１９６７年

に残した“朝鮮戦争”の著書の内容とほぼ一致している。 

 

    10101010））））中共軍中共軍中共軍中共軍のののの２２２２次攻勢次攻勢次攻勢次攻勢ととととソウルソウルソウルソウル占領占領占領占領    

 中共軍が１９５０年１０月１９日韓国戦争に介入した戦史を再度要約してみると。 

 鴨緑江を越え第１次攻勢でＵＮ軍を包囲し人海戦術でＵＮ軍に多大な打撃を与え、

破竹の勢いで南進し第２次攻勢で１２月２４日までに３８度線の全地域を占めた。 

中共軍の彭徳懐を総司令官とした北韓人民軍と中共軍は１９５０年１２月３１日か

ら第３次攻勢で３８度線を越え、１９５１年１月４日にはソウルを占領するのに成功

した。その第３次攻勢の最後の日１９５１年１月８日まではソウル占領後西側は平澤、

東側は三渉線の３８度南方の３７度線まで下ってきた。ソウルを占領して僅か４日間

の進撃だった。中共軍はここで作戦を止めた。 

 色々な資料を総合してみると、老練な彭徳懐は‘ＵＮ軍が兵力は劣勢だが依然とし

て戦術や火力で優位に立っているため中共軍がもっと南下するならば背後からＵＮ軍

が上陸作戦を敢行して挟み撃ちになる恐れがあると判断したためである。このように

なった場合、中共軍は軍需品と食料の輸送路が長くなり苦戦を免れることができず、

通信連絡も難しく効果的作戦を拡げることができないと判断したのである。彼は同じ

くＵＮ軍の継続的な後退が中共軍を深く誘い込みながら疲れさせようとする罠でない

かと疑ってもいた。’という。 

 しかし彭徳懐は毛沢東の命令で中共軍は第４次攻勢を行った。この作戦の目的は中
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共軍と人民軍が大田市と慶北安東郡以北の３６度線近くまで進撃し部隊を再整備して

第５次攻勢で釜山まで進撃する計画だった。この第４次攻勢は１月２７日に始まり２

月１６日まで続けられた。しかし彭徳懐が心配していた通り中共軍はＵＮ軍の強力な

火力の前に前進することもできず多くの兵力を消耗した。勝算はないように見えた。 

 

11111111）ＵＮ）ＵＮ）ＵＮ）ＵＮ軍軍軍軍のののの再反撃再反撃再反撃再反撃、、、、ソウルソウルソウルソウル奪回奪回奪回奪回    

中共軍は３７度線まで進撃し第３，４次の大攻撃をしたが失敗した。ＵＮ軍はここ

で部隊を再整備して中共軍が疲れていることを見抜き反撃に転じた。 

 北韓軍と中共軍は３７度線から南進の４次攻勢まで失敗して勝算がないと思えた。 

 彭徳懐は１９５１年２月１７日を期して後退作戦でソウルを放棄し国際連合軍の主

力を３８度線付近に誘った後そこで壊滅させる計画を立てた。 

 ＵＮ軍は３月初旬以後戦線の主導権を掌握して３月１５日には再びソウルを取り戻

し３８度線近くまで押し上げていった。 

 この時点で西欧国と米国政府も遂に休戦を決心することになった。こうして‘中共

軍の後方集結地である満州爆撃と中国海上を封鎖して台湾の蒋介石軍を中国本土に上

陸させアジアの共産主義者を崩壊させよう’と拡張を主張したマッカーサーＵＮ軍総

司令官を１９５１年４月１０日解任し、その後任に米８軍司令官リッジウエー將軍を

任命することになった。 

 マッカーサ－は米国政府に‘私の主張どおり中共をこれ以上攻撃しないなら朝鮮半

島で全軍が可能な限り早く撤退しなければならない’と拡戦を主張したが米国首脳部

は中国とソ連との第３次戦に拡がるのを極度に恐れたのである。（挿絵参照） 

 

 12121212））））第第第第５５５５次攻勢次攻勢次攻勢次攻勢のののの失敗失敗失敗失敗でででで休戦転換休戦転換休戦転換休戦転換    

 ＵＮ軍が３８度線近くに進撃するや中共軍はこれを包囲し壊滅しようと春季攻勢を

始めた。即ち４月と５月に２方面から第５次攻勢をして、中部ではソウルに向けて臨

津江渡河を試み、東部では麟蹄を過ぎて春川近くまで南進した。第５次中共軍の攻勢

は４月２２日から始ったが、概ね失敗に終わった。ＵＮの対抗は頑強で中共軍は５月

１６日から新たな攻撃を集中的に試みたが大損害を見なければならなかった。第５次

攻勢を通じて中共軍は改めて米軍の陸・空軍の火力がどれ程頑強かを切実に悟った。

私は中共軍の５次攻撃の時に陸軍第５師団の麟蹄攻撃の一線部隊である２７連隊に配
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置され負傷したのである。 

 

    13131313）ＵＮ）ＵＮ）ＵＮ）ＵＮ軍追軍追軍追軍追いいいい出出出出しししし断念断念断念断念とととと休戦休戦休戦休戦    

 米軍もこれ以上の北進を諦め１９５１年５月３１日にソ連を相手に休戦を提議し、

中国もＵＮ軍を武力で朝鮮半島から追い出すという元来の計画を断念することになっ

たのである。このように双方の意思と情勢に従って１９５１年７月１０日から開城で

（後日板門店）休戦会談が始められた。ほぼ２年に亘るこの会談はＵＮ軍代表団を疲

れさせる共産軍特有の戦術で遅延させながら戦闘で有利な協定を引き出しソウルまで

を北韓の領土にして休戦線を確定しようというのが彼らの魂胆だった。 

 これに反してＵＮ軍は延々と引きずる中共軍に打撃を加えて休戦会談を一日も早く

終わらせたいため、３８度線北側の休戦ラインの範囲に有利な高地を奪取するための

双方の熾烈な戦闘が続けられた。特に鐡原・平康・金化の所謂‘鉄の三角地’又は麟

蹄北方約４０ｋｍにある‘パンチボウル’では一日に１１回も主が替わる熾烈な戦闘

が展開され又北韓に大々的な爆撃も敢行した。 

 １９５３年３月スターリンが死んで初めて共産軍側も休戦を急ぐようになり１９５

３年７月２３日遂に休戦が成立した。中国も３０余年の内乱で疲れており毛澤東の共

産国家が中華人民国を樹立して１年が丁度過ぎた時点で他国の戦争に介入して２年ほ

ど戦いながら多くの兵員と物資を消耗した結果だったことから休戦は不可避だったの

である。 

 

 ６６６６・・・・２５２５２５２５のののの起因起因起因起因ととととそのそのそのその展開過程展開過程展開過程展開過程    

    

１１１１））））    南韓北侵南韓北侵南韓北侵南韓北侵主張主張主張主張のののの背景背景背景背景    

６・２５休戦後約５５年が過ぎた今日でも南北のどちら側から最初に侵犯し民族相

争う戦乱を惹起したのか？ 即ち北侵か？ 南侵か？ の論戦は今も続いているよう

だ。北韓は勿論南韓の一部と左派学者たちまで６・２５は李承晩徒党と米国の陰謀に

より北侵したというのである。彼らの北侵論の根拠は大略次のようである。 

第１、大韓民国樹立後李承晩大統領を初め申性模国防長官までが‘北進して南北統

一をする’と叫び続けていたのは事実である。北韓と左派勢力はこれを根拠に北侵即

ち南韓の国防軍が侵犯し、これを撃退するため６・２５が勃発したというのである。 
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 第２、米帝国主義の陰謀説である。米国及び西欧の資本主義と共産国家間の冷戦時

代に、中国大陸が共産国化した勢力を阻止し膨張を防ぐため、アジアの橋頭堡として

韓半島を占領支配しようという陰謀により６・２５動乱が惹起されたというのだ。即

ち米軍が撤収し南韓の国防軍で所謂戦争を開始させ、又は北韓の南侵を誘導し、米国

はこれを口実に即刻介入支援し韓半島を占領支配しようという陰謀により６・２５動

乱が惹起されたという主張である。 

このような北侵説は６・２５動乱後相当期間その真相を明らかにさせる根拠の文献

が発見されなかった時代には客観的に相当の説得力があった。 

 しかし１９７０年以後は６・２５当時米軍が北韓各地や平壌で奪取してきた膨大な

資料文書が公開され、共産党側の要職にあった人士たち、特にスターリン死後ソ連の

書記長と総理を歴任した‘フルシチョフ回顧録’などによっても金日成は中共とソ連

の承認支援下で万端の準備をして南侵で韓半島の共産統一を画策したことが明白にな

った。このように北韓の南侵事実の証拠と証言が出たので、左派又は進歩派の学者や

人士たちは南韓の北侵の主張から、６・２５戦争は米国の介入で民族統一の達成機会

を喪失したのだという論説に転換している。この主張は間違った言葉ではない。金日

成は勿論、中共とソ連も米軍は撤収して日本を支配化に置いている状況で、韓半島の

内戦に米国は介入しないだろうという前提で南侵をし、事実米国の即時の介入がなか

ったり、又は少しだけ支援があっても北韓人民軍は釜山まで韓半島を占領しただろう

ということは、韓国戦争史と過程を一瞥しただけでも明白である。 

 しかし米国の介入で韓民族の統一が失敗したという主張するのは南韓までも共産化

できる今の北韓と同じく一人独裁下で金日成又は金日成のために忠誠を果たす主体思

想で数百万の人民が飢餓で喘ぐ恨みであっても民族統一だけが至上の価値になること

が前提にされなければならない。 

 このように民族至上主義者たちが３８６世代だけでなく大韓民国大学教授の中にも

存在している。 

 

 ２２２２））））北韓南侵主張北韓南侵主張北韓南侵主張北韓南侵主張のののの背景背景背景背景    

北韓軍の南侵に関しては数多くの学者と軍事専門家たちの研究論文や著書が出てい

る。６０年代までだけでも北韓と左派学者たちは米国の陰謀と李承晩徒党による北侵

だと主張し、大韓民国や右派学者たちは北韓とソ連・中国の合作南侵だという主張が
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伯仲していたが、７０年代に入り米国側の秘密文献とソ連側の秘密資料及びソ連のフ

ルシチョフ第１書記及びエリチン大統領の回顧録などが公開されると、金日成の南侵

の経緯とその真相が明白になったが、これを総合してその真相を骨子だけ略述すると

次の通りである。 

 

①①①① 金日成金日成金日成金日成ののののモスクワモスクワモスクワモスクワ訪問訪問訪問訪問    

金日成は１９４９年３月にモスクワを訪問し‘朝・ソ経済協力協定’を締結し北韓

の自力による韓半島の武力で統一戦争を完遂することを前提にしてスターリンが承認

した。そして北韓が全ての面でソ連の協調を受けることに念を押した。ただソ連が軍

事的介入までは明示してはいなかったが、西方の伝統学者たちはそのように解析して

いた。 

 しかしソ連から脱出した軍人たちの証言とリポート、朱榮福のように南侵に参加し

ていて西欧に移住した北韓将校たちの手記と証言、そして米国と日本で発刊された韓

国戦争に関する数多くの著書、同じく韓国少将出身で韓国軍事学の権威学者で前慶熙

大教授だった金点坤（光州師範第２回）博士の著書“韓国動乱”（１９７３年出版）を

初め、ソ連のスターリンが死に共産独裁が崩壊し秘密文書が公開されて出てきた文献

などを総合してみると、６・２５直前までソ連は政治的・軍事的・経済的に完璧に北

韓を支配していたことは明白である。 

 

②②②②    北韓北韓北韓北韓のののの南侵過程南侵過程南侵過程南侵過程    

ソ連共産党第１書記フルシチョフの回顧録によると、金日成は６・２５前年の１９

４９年末にモスクワに来て具体的に南侵方針を説明しスターリンの確実な同意を得た

のだった。しかしスターリンは‘米国が飛び込んでくるのではないか’と心配したと

いう。金日成は‘我々は米国が介入する前に迅速に勝利することができる’と確信あ

る答えにスターリンは中国の毛沢東にも意見を求めてみた。毛沢東は金日成の提案に

同意して米国は干渉しないだろうという意見を出した。そしてこの戦争を始めるよう

に三者の合意決定が出されたのである。 

ソ連は１９４９年１月から（ソ連軍撤収後）‘ソ連軍事使節団’を平壌に派遣し北韓

軍を教育訓練をして現代化を推進した。米陸軍の資料と米極東軍司令官を歴任した‘リ

ッジウエー’將軍の著書（朝鮮戦争）によれば、１９４９年から１９５０年６・２５
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直前までソ連は北韓にＴ⊸３４タンク１００台、偵察飛行機１０台、ヤク戦闘機１００

台、爆撃機７０台、重砲数１０台を北韓に提供した。中共は北韓人民共和国が樹立さ

れると、己の軍隊に編入されていた朝鮮人兵士たちを１９５０年初め北韓に帰還させ

たが、これらは元々中国や満州で抗日闘争をしていた軍人たちとして約2個師団が入

っており、人民軍第5師団と6師団を編成しており、同年（１９５０年）４月にはソ

連と中国から１２，０００名の漢人兵士たちが入ってきて人民軍第５師団と６師団が

入ってきて人民軍７師団を編成した。こうして６・２５戦争直前に人民軍の実戦経歴

を積んだ中共軍出身とソ連軍出身が北韓人民軍隊の３割を占めた。 

 

③③③③    北韓南侵北韓南侵北韓南侵北韓南侵のののの兵力兵力兵力兵力    

北韓が南侵当時の兵力は歩兵８個師団、不完全編成２個師団、戦車で重武装した機

甲一個旅団、そして３８度線に配置されていた国境警備隊５個旅団の総兵力１５万５

千名を投入し南下した。しかし米８軍司令官だったリッジウエー將軍も彼の著書で人

民軍は兵力数よりもっと重要なことは、タンクなどの重装備だけでなくもっと強力な

戦略があったと次のように記述している。 

 “満州・日本・関東軍からソビエトに脱走しソ連軍及び中共軍と共に抗日戦争と蒋

介石軍隊と戦いよく訓練された朝鮮人たちが多く、ソ連で１９４６年から満３年間訓

練された数千名の指揮官と兵士たちがいたことは事実である。そして北韓政府首脳部

には金日成と共に、１９４３年からソ連で軍事・政治・経済などに徹底した教育を受

けた共産軍人材がいた。北韓軍の師団など大部隊は大部分第２次大戦中ソ連又は中共

軍で認定を受け要請された将校指揮官たちによって指揮統率されていた。そして北韓

の各師団には夫々１５名ずつのソ連顧問将校が配属されていた。このようによく訓練

され教育を受けた歴戦の将兵で編成された精鋭部隊に比して、我々（米国軍）は南韓

に本当の軍隊というには恐ろしく貧弱な軍隊を作り残し、韓国を離れて撤収すること

にのみ汲々として、南韓の軍隊に対して国軍という名称も使うことができないことだ

った。警察補助役の名称である国防警備隊という呼称だけが許容されていた。米軍撤

収後韓国は米国包囲線から除外されていることを‘アチソン’米国国務長官が公表し、

米国は韓国に戦略上の重要性を認めていなかった。同じく本国から８千マイルも離れ

ている韓国で戦争に巻き込まれないように最大の関心を集中していた。このような理

由で韓国軍に十分な武装をさせようともせず、軍事知識が極度に微弱な韓国軍の指揮
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統率力を養ってやろうともしなかった。 

  特に重要な弱点は北韓軍に比して満州などで実戦経験を積んだ帰還者が南韓には殆

んどおらず、日本軍から現代軍事知識と実戦経験をした者が極少数いるだけだった。

韓国部隊中多くの部隊が、共匪討伐とその他国内治安維持目的で各地に散在していた。

このような理由で６・２５前まで（１９４９年）６７個大隊の半分以下だけが大隊段

階の訓練を終了することで終わった。韓国軍には重砲も戦車も対戦車砲も空軍もなか

った“ 

  そこで彼は又次の通り記述している。 

 “南北の勢力間には、壅津半島、開城などで軍事的衝突が起こり、緊張が高まって

いた時に我々（米国）は韓国で最後の部隊を撤収した。我々（米国）国民は再び戦争

や軍事的に頭の痛い事件を清算し、考えたくもなく、３８度線で武力衝突の騒音は耳

にも入らず、最後の撤収部隊が本国行き船舶に乗船することだけに忙しかった。 

 

３３３３））））６６６６・・・・２５２５２５２５北韓南侵時北韓南侵時北韓南侵時北韓南侵時のののの韓国軍兵力韓国軍兵力韓国軍兵力韓国軍兵力    

６・２５前米軍の最後部隊が撤収する時まで彼らが韓国に編成して置いた総兵力は

次の通りである。 

韓国に駐屯していた米軍が撤収するに際し韓国政府と協約した韓国軍（米軍は警察

隊、韓国軍則では国防警備隊と呼称していた）兵力は陸軍６万５千名、４００名の海

洋警備隊と数隻の艦艇装備を米軍から提供されていた。この国家警備隊の装備は、小

銃彈を防ぐことのできる程度の偵察用の装甲車数台と歩兵の個人小銃（Ｍ１）そして

運送トラックなどが全てだった。歩兵４個師団の各師団３個連隊に正規装備の２個連

隊の装備だけが割り当てられていた。そして歩兵部隊に１０５ｍｍ榴弾砲９１門の他

にはなかった（米陸軍編成は１個師団に１０５ｍｍ大砲が４３２門である）。そして米

軍顧問団５００名の将兵が大隊単位にまで割り当てられていた。 

 このように６・２５当時の南北間の兵力は北韓人民軍歩兵１０個師団と国境警備隊

５個旅団、総兵力１３万５百名に比べて国軍総兵力は陸海空全てで約７万名で数的に

は９：５の比率だった。このような兵力の劣勢より重要な敗因は装備と教育訓練の精

鋭度など圧倒的な格差だった。 

第一に、武装装備について北韓軍に敵対するには余りにも貧弱で、現代軍備という

には哀れな程度だった。特に６・２５動乱初期に広く知られた事実で、北韓人民軍の
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ソ連製Ｔ⊸３４タンクを前にして韓国軍は束手無策だった。勇敢な兵士たちが敵戦車に

上り蓋を開けて手榴弾を投げ入れた攻撃も試み迫撃砲で射撃もしてみたが、敵戦車は

首を振ることもなく傷もなくゆうゆうと南進した。岩に卵だった。 

 

４４４４））））韓国韓国韓国韓国軍軍軍軍はははは何故惨敗何故惨敗何故惨敗何故惨敗しししし後退後退後退後退ばかりしたのかばかりしたのかばかりしたのかばかりしたのか    

 ６・25緒戦で韓国軍が惨敗した重要な原因は、このように兵力の劣勢や貧弱な武器

と装備より、正規訓練が不足し戦術・戦闘の軍事的知識が不足した将校指揮官の統率

力の欠如であったとリッジウエー將軍は指摘している。これは適切な指摘だと考える。 

 前述したように北韓人民軍は中国と満州地方から強軍の日本軍や蒋介石国民軍

と戦った歴戦の勇士たちが編入された将兵が３０％を占めており、ソ連軍顧問団に

よって１９４７年から約３年間徹底した訓練を受けて南侵準備をしていたのであ

る。ここに人民軍には中国毛澤東の共産軍で養われた武亭のような卓越した軍事指

揮官がいた（武亭は６・２５後金日成によって沿岸派勢力の追い出しで粛清された）。 

 勿論南韓にも李 ,李青天と共に光復軍出身の立派な歴戦の軍指揮官もいたが、

李承晩や米顧問官等によって政治的な理由で軍から除外され、英国の船長出身で英

語がよくできる申性模が国防長官になった。陸軍を総指揮する総参謀長には日本軍

の砲兵出身の中佐（中領） 徳だったが（６・２５勃発３日後の６月３０日罷免）

丁一權將軍が後任に任命された。（後に 徳は洛東江防禦戦に白衣従軍して馬山

地区の戦闘で戦死）。 

 

５５５５））））南韓南韓南韓南韓とととと米国米国米国米国はははは北韓南侵奇襲北韓南侵奇襲北韓南侵奇襲北韓南侵奇襲をををを知知知知らなかったのからなかったのからなかったのからなかったのか    

  ６・２５の北韓人民軍南侵を米国と南韓では予測できず、きちんと対抗もできな

いままたったの３日で首都ソウルが敵軍の手に渡したのだろうか？ 強大な情報網を

持っている米国の情報当局が知らなかったのだろうか？ 現在でも６・２５戦の謎の

一つになっている。 

米情報当局（は北韓人民軍の大部隊が南進する６日前から‘北韓の大規模部隊が３

８度線近くに移動し、それに伴って全住民は３８線２ｋｍ北側に撤収し、鉄道・道路

は民間貨物は停止され、兵器・弾薬だけを大量輸送’を報告していた。のみならず韓

国陸軍本部情報局金鍾祕情報班長も３８度線警備部隊から人民軍の大量南侵の兆候報

告を受けており数回上部に報告して対策を求めていたのである。 
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 だとすれば人民軍がソウルを占領するや、極東司令官マッカーサーは驚いてわが身

の危険も顧みず、６月２９日東京から水原飛行場まで飛んできたのだろうか？ 彼は

ジープに乗って、トラック・牛車・手押し車等で南下する避難民の波を追い散らし漢

江辺から退却する軍人たちの群れを眺めながら、敵軍が占領した対岸のソウルの姿も

眺めた。彼はこのような絶望的な混乱状態を即刻本国に報告し、米軍の即時投入を決

定した。 

 ハワイから支援軍が到着する時までマッカーサー司令官は先ず自分の麾下５００名

の大隊を編成して釜山に上陸させ、敵の南進を少しでも遅延させようとした。これが

先発部隊である所謂‘スミス’支隊である。人民軍との最初の戦闘は７月５日午前８

時烏山で繰り広げられた。彼らは３０台の戦車を先頭に立て約５万の人民軍と対峙し

たが、対戦車砲も大型榴弾砲もなかった彼らは元気なく全滅だけを免れ大田まで後退

し、大田防禦戦に合流した。 

 このような米軍の戦後事情で、米国が意図的に人民軍の南侵を誘導した所謂

‘６・２５の米国陰謀説’が台頭したのである。でなければ米国は人民軍の南侵の兆

候を事前に受けて知っていたにも係わらず、これに対処しなかったのか？ 米リッジ

ウエー司令官の著書で次のように解明している。 

“第２次大戦が終わってから５年が経過した時点で世界各国は勿論、米国も戦争に

は嫌気が差しており、将来再び戦争が起これば核戦争だが、その核兵器によって双方

が全滅を招来する戦争はありえないと考えていた。米国は兵器工場をなくして平和産

業に転換中であり、若い人々は軍服を脱ぎ平和を満喫しながらベビーブームが始って

いた。このようなムードの中で８００マイルも離れた国の国境に緊張が高まっている

という報告に米国首脳部も別に関心がなかった。韓国に対する伝統的疎遠政策は明ら

かに存続されていた。このように南侵の兆候の情報報告に対して甚大な錯誤について、

どのように説明するかは一層複雑な問題である” 

 

６６６６））））中共軍中共軍中共軍中共軍のののの攻防攻防攻防攻防とととと進退進退進退進退    

中共軍は１９５０年１０月１９日密かに鴨緑江を越えて１６個師団を投入し、北韓

の大部分を占領したＵＮ軍を包囲し、北韓の首都平壌を奪還することでＵＮ軍はクリ

スマスイーブの１２月２４日興南から脱出せざるを得なかった。中共軍は１６個師団

の兵力で１９５０年１１月２５日からの第２次攻勢で１２月２６日３８度線を突破し、
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１２月末には第３次攻勢で４日ぶりの１９５１年１月４日所謂１・４後退でソウルを

占領した。（今推定してみると中共軍の第２次攻勢が始った１１月２７日に仁川港から

米軍の輸送船ＬＳＴで釜山に向かっていた。そして３次攻撃開始４日前の１月１日に

陸軍総合学校入校していた。） 

この中共軍は第３次攻勢で１月８日には西海湾は平澤、東海岸は三陟の３７度線ま

で進撃した。ここでＵＮ軍の強力な火力の前にこれ以上南下できず、大きな損失を蒙

った。中共軍及び人民軍の総司令官彭徳懐は、後退して敵を誘引し、包囲して敵を壊

滅させようという作戦を試みたという。 

ＵＮ軍はこの３７度線で戦列を整え１月２０日から攻勢に転じた。中共軍彭徳懐は

後退作戦を止めて１月２７日には第４次包囲作戦を開始したがＵＮ軍陸・空軍の火力

に耐えられず２月１７日までには失敗に終わり後退を繰り返さざるを得なかった。 

ＵＮ軍は主導権を掌握し北進して３月１５日にはソウルを再奪取し、２週後の３月

３０日に３８度線を突破した。 

この時点でマッカーサー將軍は中国大陸で全面戦を始める一つがあっても鴨緑江ま

で北進して韓半島問題を完結しようと頑強に主張したが、米国トルーマン大統領は中

国とソ連までが介入することを憂え、日本本島を防衛する兵力も残っていない現実か

らこれ以上拡大するすのは駄目だという方針に従い、マッカーサーの主張は抗命と結

論付けられ４月１０日付けの公式声明でマッカーサーの解任中に発表された。 

一方中国軍は１９５１年４月から５月までの第５次春季攻勢で人命に大きな損失を

蒙り、この時点で前線は膠着状態に陥った。３８度線で南北の制限的な一進一退の攻

防が展開された。 

 

７７７７））））中共軍中共軍中共軍中共軍５５５５次攻勢次攻勢次攻勢次攻勢のののの失敗失敗失敗失敗とととと休戦休戦休戦休戦    

南北両軍が３８度線で対峙するようになるや戦争以前の現状状態に戻るので、この

時点で休戦しようという動きが戦争当事国は勿論、ＵＮ各国でも活発に提起された。

これによって米国政府も遂に休戦側に決心することになったのである。 

中国の毛澤東は彼の４次攻勢の時まで休戦に反対していたが、５月１６日からの第

５次攻勢の失敗で彼も休戦側に傾いた。 

ＵＮ軍も米本国の拡大反対方針に従って共産軍を韓半島から追い出さなくてはなら

ないというマッカーサーを解任して、その後任に米８軍司令官リッジウエー將軍を任
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命し休戦方針を確定したのである。 

遂に米国も１９５１年５月３１日にソ連を通じて休戦交渉を開始した。 

中国も６月中旬に休戦案を採択してＵＮ軍を武力で韓半島から追い出すという元来

の計画を放棄したわけである。このような背景で１９５１年７月即ち、６・２５戦争

が勃発してから約１年ぶりの１９５１年７月１０日休戦会談が始められたのである。 

休戦会談は２年ほど続けられたが共産国特有の罵倒と批判戦術、相手を疲れさせる

所謂八字戦術で休戦会談に臨んだのである。 

その間双方は休戦会談を①夫々有利な位置の確保 ②休戦境界線を一寸でも多く領

土の確保 ③休戦後防禦に有利な地域と高地を占めるの神経戦で一貫していた。 

ＵＮ軍は休戦会談開始前の１９５１年４月中共軍の春季攻勢（第４次攻勢）の時、

中共軍の南進を阻止し４月２２日には３８度線を越え東海側は３９度線に近接した大

浦里、中部はファチョンホ地区と鉄原までを確保したが、西部は臨津江渡河に失敗し

３８度線以南だった開城を占めることができなくなってしまった。共産軍側の休戦会

談遅延戦術を阻止すべく敢行した大々的な爆撃も別段効果がなかったという。 

このような会談中に広く知られた逸話も多い。その中の一つが北韓軍の南一代表補

佐官だった陸軍少将李相朝の威厳誇示の場面である（彼は北韓南侵軍の総参謀長とし

て休戦後金日成に粛清されソ連に亡命生活中韓国にも往来した）彼は会談中蝿が眉毛

に止まって鼻まで這い下りても木石のように不動の表情で座り威厳を誇示した。彼は

ＵＮ側の白人たちに東洋人の微動だにしないソンビ的威厳を誇示しようとしたのであ

る。 

このように２年を引きずってきた会談も１９５３年３月にスターリンが死亡して初

めて共産軍側も休戦を急ぐことになり、７月２７日午前１０時に休戦協定が成立し彼

我の代表が署名した。 

１９５３年７月２７日午後１０時を期して休戦協定により、韓半島で砲声が止むこ

とになったのである。１９５０年６月２５日明け方４時に開戦して以来、３年２ヶ月

に亘る血闘だった。 

彼我が互いに全韓半島を占有しようとするや、押しつ押されつの攻防は１９５１年

５月まで約１年間で、５月以後は３８度線北側即ち現休戦ラインで高地を奪い奪われ

るという一進一退を繰り返しながら休戦会談で２ヵ年余の長ったらしい歳月を費やし

た。その間１５８回の会談中両側の代表たちは互いに挨拶もなく会い又別れて行った
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のである。韓国６・２５戦乱は終わったが、南北の戦争は５６余年が経過した今日（２

００９年）まで終わってはいない。 

この戦争に実質的に参戦した国家は南側では、韓国、そして南アフリカを除いてＵ

Ｎ参戦２１カ国で、北側は北韓人民軍、そして中共軍がいるだけだが、主力は米国軍

及び国防軍と中共軍との対決だった。 

 

８８８８））））韓国戦争韓国戦争韓国戦争韓国戦争のののの損益計算書損益計算書損益計算書損益計算書    

（米国側の集計表） 

▲動員された地上兵力（カッコ内は民間人、空軍数まで） 

・１９５１年６月末＝５５５，０００名（５８５，０００名） 

―内訳：米軍２５３，０００名、韓国軍２７３，０００名、その他ＵＮ２１カ国の

連合軍２８，０００名 

・１９５２年６月末＝６７８，０００名（８１６，０００名） 

－内訳：米軍２６５，０００名、韓国軍３７６，０００名、その他ＵＮ２１カ国の

連合軍３６，０００名 

・１９５３年６月末＝９３３，０００名（１，１６９，０００名） 

－内訳：米軍３０３，０００名、韓国軍５９１，０００名、 その他ＵＮ連合軍３

９，０００名  

▲人命損失９９７，０００名（死傷者・捕虜・行方不明合計） 

－内訳：米軍戦死者３４，０００名、国軍戦死者４１５，０００名、 

米軍負傷者１０３，０００名、捕虜及び行方不明５，０００名 

韓国軍負傷者及び行方不明４３０，０００名 

▲兵器損失 

・艦船＝沈没５隻、破損８７隻 

・飛行機＝喪失＝１，９８６機（中事故による損失９４５機） 

▲戦果（推計）人民軍及び中共軍の損失 

  殺傷＝中共軍約９００，０００名、北韓人民軍約５２０，０００名 

（計：約１，４２０，０００名）。 

  飛行機撃破９７６機、戦車撃破１，３２７両、自動車８２，９２０台、機関車

９６３両、貨車１０，０００両、船舶５９３隻。 
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▲北韓及び中共側が発表した戦果（ＵＮ及び韓国軍の損失） 

※北韓の‘朝鮮解放戦史’内訳北側の損失は発表されず。 

・殺傷及び捕虜＝１，０９３，８３９名（中米国３９万７千５百名韓国軍６６万７千

名、その他連合軍２万９千名） 

・ 捕獲兵器＝飛行機１１機、戦車３７４両、自動車９，２３９台、 

火砲６，３２１台、砲弾４８３，２６０発、弾丸２１，２４５，０００発。 

・飛行機＝撃墜５，７２９機、撃破６，４８４機 

・艦船＝撃沈３２７隻、撃破２２５隻。 

 

 韓国と米国側の統計と中共及び北韓側が発表した統計数字には差異があるが、韓国

戦争で韓国及びＵＮ軍側の人的損失は約１００万名、北韓及び中共軍の損失は１４０

万名で彼我合わせて２４０万名と推算される。そして米国側の戦費は８３０億ドルだ

ったという米国側の統計である。 

 

９９９９））））勝敗勝敗勝敗勝敗のののの判別判別判別判別    

 韓国戦争の勝者はどちら側なのか？ 米国側は勝者のない戦争と評価しており、北

韓の“祖国解放戦史”には彼らの常套的な主張で“米帝国主義者は朝鮮戦争では下等

な侵略目的を達成することができなかっただけでなく、莫大な人的・物的損失ばかり

蒙り、彼らが挑発した境界線で一歩も前進できず膝を屈してしまった。政治的であれ

軍事的であれ中・朝軍の偉大な勝利だった”と記録している。 

 客観的に物的損失は韓米両国側が大きかったのは事実であり、人的損失は中共と北

韓が格段に損失を蒙ったであろう。休戦の境界は韓国側は政治的、歴史的にその意義

が大きく、元々南韓の土地だった開城を取り戻すことができないまま休戦になったの

は大きな損失だった。反面中東部側では終戦の３８度を越えて北韓の地だった鉄原・

金化北方を過ぎて東海の固城まで、３９度線までを占めた。 

 これは北韓の再侵を防ぐ戦略的要衝地を構築するのに有利な地域を掌握したのであ

る。 

 彼我この民族相争の戦乱でどちら側が勝利したかというのは理屈に合わないことで

ある。南北が３００万ほどの死傷者を出した損失を蒙り国土は焦土化して、５００万

の離散家族が生きて行くことになったのである。 
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 幸いだったとすれば、北韓の南侵で米国（トルーマン）が遅ればせながら韓半島の

戦略的価値を悟り即時介入した。潜在的戦術・戦略家マッカーサーの仁川上陸で大韓

民国がこの地で存続繁栄することになったのは事実である。 

 韓・米軍及びＵＮ軍が１９５０年９月１５日に仁川に上陸して鴨緑江まで北進した

が、中共軍の参戦介入で３７度線まで後退し、戦列を再整備して再び第２次北進の時

３８度線で停滞してこれ以上の北進できなかった理由は何だったのか？李承晩大統領

は米軍が３８度線を越えて北進する意思がなかったならば、韓国軍だけでも北進する

だろうという強固な主張をして、マッカーサー総司令官も満州に待機中の約７０万の

中共軍基地を爆撃して中共海上を崩壊させる必要があれば、原爆を使用しても韓半島

をこの機会に統一し共産化ドミノを防がねばならないと主張したのである。しかし米

国政府首脳部（トルーマン）はこれを断念拒否してマッカーサーを極東軍司令官職か

ら命令不服の理由で解任したが、その理由は大略次のように要約することができるだ

ろう。 

① ＵＮ軍が第１次（仁川上陸後）３８度線を越え北進する時も、中共軍が介入しな

いという前提下にマッカーサーの北進を許容したが、中共軍が介入して大きな損

失を蒙った。 

② 満州に７０万と推算される中共軍が集結しており、ＵＮ軍が３８度線を越え北進

するとこれらが加勢することになるであろうこと。 

③ ＵＮ軍が北韓に再進入するなら、ソ連まで加勢することになる心配があり、その

ようになれば第３次世界戦争に拡大し恐るべき核戦争に展開するだろう。 

④ 米国民は第２次世界戦争が終わり、平和ムードに浸り、軍需工場が平和産業に転

換しているが、又自分たちの息子や夫を死の戦争の場に送り出すことを望まない

米国民の世論。 

⑤ 北朝鮮軍を南韓から追放するＵＮ軍の当初目標は達成し、それ以上の軍事目標は

曖昧であるだけでなく自国の戦争ではないという考え。 

⑥ 米国軍を主軸としたＵＮ軍は米国の韓国戦争からの基本戦略の目標は極東防衛の

橋頭堡である日本の防衛だった。これは米軍側で作成された‘韓国戦争史’の内

容を調べても明白である。ところで日本に駐屯した兵力まで投入しないのは、こ

れ以上投入する戦闘兵力を準備することができなかったのである。 
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10101010））））韓国戦争韓国戦争韓国戦争韓国戦争でのでのでのでの勝者勝者勝者勝者はははは？？？？    

 約３年間の戦争は熾烈な攻防と進退及び休戦会談で消耗する特異な戦争だった。そ

して彼我が勝敗のない戦争で終結した。 

 ところで日本は敗戦で外軍（米軍）の占領の中でも、韓半島での殺し殺される戦争

は蚊帳の外で火事を見る立場で、政治的や経済的に思いもよらぬ利益を得た。漁夫の

利を得ることになったのである。勿論日本は戦争の当事者ではなかったが、その一部

国民は戦争に参加することもあった。元山沖の魚雷除去作業、そして仁川上陸作戦の

時渡船士などで３千９３６名が参加した。 

 韓国戦争の時米軍の後方兵站基地は日本領土だった。米軍の食料、被服は勿論、兵

器の一部も日本で調達し、車両と兵器の修理加工も日本の工場でなされた。韓国軍の

戦闘兵食品（Ｃレーション）の一部も調達輸送された。（唐辛子、食塩まで）。私が第

１線の戦闘中韓国労務隊（ＫＳＯ）が高地に戦闘物資を運ぶチゲまでも日本で作られ

た。 

 米軍たちの休暇地も戦場である韓国又は８０００マイル（約１２，９００ｋｍ）の

距離の米国本土ではなく日本だった。当時の米貨で日本は１３億２千３００万ドルの

特需を得たのである。物価指数に換算すると今の１，３００億ドル以上の巨益が得ら

れたのである。敗戦の貧困と恐怖の中で日本経済が一瞬にして好況に転換し、経済大

国の契機になったのである。知るにせよ知らないにせよ戦前米国の科学又は工業技術

を習得し、商品の競争力と高度成長の基礎ができたのである。そうだとすれば韓国戦

の敗者と勝者は自明なことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


