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村

史料 紹 介

極東勤労者大会日本代議員団採択綱領

）．L；

登志夫

一九二二年一月︑モスクワの極東勤労者大会において日本代議

の複写・製本などにかんしては︑古屋哲央氏に温かいご配慮をい

極東勤労者大会の速記録など基本文謬は︑ソ連邦共産党中央委

たところであるが︑松尾尊兜氏の強いお奨めもあって︑ここに右

ンテルンと日本共産党の成立﹄

ゲ・ゼ・ソルキソ氏∩○℃剛臼寓︐ω・はソ連邦科学アカデミー・ア

目撃属ス穴コ∩∩一員馴﹀鵠三顛に現存する︒ソ連邦の歴史家︑

旨ぴ誤轟翠鷺嗣轟誤解禽︑験麟じ︒霞目遷至論竃ぞ§垂目Q由①遷養窪助

アルビ フ
員会付属マルクス・レーニン主義研一究里中・央党文書館 瓜①寓壌℃甲

綱領の試訳をお目にかけることにした︒文書の性格上︑しかるべ

ジアアフリカ諸民族研究駈紀要﹃東方学の諸問題﹄一九六〇年第

︵一九七七年刊︶でも明らかにし

き訳者を得ての定訳が当然︑期待されるが︑旧著の読者各位から

ト﹁極東諸民族大会﹂∩ゴ①ωh塁℃oho切員雪ぴ器3じdoo89声を

五号︽瓢℃Oα旨①ζ匿じごOO89︿oじσΦhΦ頴蕾︾目⑪①ρ乞ゆ伊に研究ノー

本共産党綱領草案との中間に位置することは︑訳者の旧著﹃コミ

共塵党宣言と︑二二年十一月のコミンテルン第四回大会採択の日

ただいたものであることを︑とくに付記しておかねばならない︒

お取計らいで閲覧の機会に恵まれたものであること︑また︑そ

なお︑本訳稿の底本については︑伊藤秀一氏のご好意あふれる

石

員団によって採択された綱領が︑前年四月の山川均ら起草の日本

題

のご要望も考慮の末︑拙訳を以てあえて研究老︑一般読者の便窟
に供する次第である︒
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解

執筆するにさいして︑右文書館所蔵の大会速記録ファイルを基本

事実の叙述に不正確さ︑くいちがいがあるのも︑ふしぎではな

茎がきりひらかれるなどとは考えられない︒

えられないかぎり︑既刊の大会文書集三点の照合によっても︑男

まも︑さほど好転していない︒モスクワの文書館利用の便宜が与

極東勤労者大会の基本史料の欠如に悩まされてきたし︑状況はい

B本の研究老もまた︑訳者もふくめて︑ソルキソ氏の指摘する

い︒L

︵モスクワ︑

史料としている︒ソルキソ氏には︑一九二〇年九月のバクーの東
方民族大会を分析した著作﹃第一回東方諸罠族大会﹄
一九六一年刊︶︽﹁︻①℃じ・びき︒げΦG︒h欝℃o海︒︒・じdo窪︒﹇6︾≧oo臣ρ

お①財が別にあるが︑右文書館所蔵史料がそこでもふんだんに使
用されている︒

﹃東方学の諸問題﹄一九六〇年第五

すなわち︑ソルキン氏にしたがえば︑﹃第一回極東勤労者大会﹄

ところで︑ソルキソ氏は︑

号論文において︑極東勤労者大会の名称・開催期闘∵任務にかん

︵ペトログラード︑

一九ニニ年刊︶︽日ぴ⑦舅貯翼Oo悶σq器ωω◎臨酔げΦ

して一連の託伝が流布する事情に言及し︑大会準備が長期にわた

8︒蕾屋︒隔世︒喝三国ρ界︾℃︒貯︒σq謎ρμ8卜⊃．︹高屋定圏・辻野

功訳﹃極東勤労考大会﹄一九七〇年刊︺も︑その﹁実質的な翻訳

り︑その上︑いくつもの委員会が関与するところとなったことの
ほかに︑

協力者﹂寒極晃氏のいう﹁正式の議事録﹂とはみなしがたいし︑

﹁これを助長したものに︑大会速記録︵ついでながら︑

これは完全に保管されているのであるが︶が出版されることなく︑

﹃第一回極東共産主義的革命的諸組織大会﹄

H露P

一九二二年刊︶︽凝の℃じほぴ轟OげΦω泪℃①￠ごO蝕O鍔鍔9

一りb︒⑳は︑いうまでもなく︑﹃第一回極東革命的諸組織大会﹄︵ペ

︵ハンブルグ︑ 一九

発行された文磐

二二年刊︶︽U筆跡お器夙︒ロσq器ゆ仙鶏犀︒讐日露臥ω訟ω︒冨口g巳

︵ペトログラ

ード︑一九二二年刊︶にも︑大会資料の収録は一部にとどまった

おく︒貯怠薄身窪○お欝巳ωρ訟︒器類9ω司①ヨ窪○︒︒三口ω︾︾鋤9鑓げ霞αq℃

集﹃第一回極目果革命的臨繭組織ふく会﹄

という事情もあった﹂と指摘している︒氏の次のような付言は︑
もっともなものである︒

トログラ⁝ド︑

蓬窪×8ヨ雪ω畏§掴9・蓼器3じσo臼○冨︾口2℃o壱畏

﹁大会にかんして後になって現われた個々の所説は︑往々にし
て︑記録との照合もなく︑相互に複雑にいりくんでいるこの当

さえも︑大会資料を一部収録するにすぎない︒

しかしながら︑当量︑これら公刊文書集三点︵英文のものも︑

時のできごとの積極的な参加者たちの都入的な回登録にもつぱ
ら依拠するものであった︒したがって︑このような回想録では︑
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けてくれるものであることは︑訳者も別の機会にサファロフ・片

かりにそう称する︶の比較照合が大会諸報告の正しい理解をたす

夢︒℃①o覧Φの亀爵①鳩建国騨︒︒けの表記が用いられている︒

普︒国ρ珍︑一九二二年一月モスクワ大会にも夢①O§αq器ωω鼠

年九月バクー大会に跨①翌誘酔O︒ゆσQ七六○臨急︒剛8覧Φωo臨

すなわち︑両大会の正式呼称︑もしくは最も適切な名称には︑

山両報告について例示したところであり︑とりわけ︑ここに訳出
紹介する日本代議員団採択綱領は︑右文書集三点のうち︑ロシア

英両国語による蓑記が共通し︑6げ①ω銀器ξ霞㎞夢①OoけσQ器ωωo︷

いずれもO♂①ω賛踏2︒℃○鈎O⇔ご旧夢①Oo昌σQ器ωωoh昏︒℃oo覧︒ωの露

ページにのみ収録され︑極東勤労老大会の意義を考察する上にも

鋳︒甥暮δ霧の字句はあえて避けられたともとれるわけである︒

語で刊行された﹃第一回極東輩命的諸組織大会﹄一四七−一五ニ

きわめて重要な史料となることは︑うたがいない︒

ロシア語の畿自︒℃○泪は︑いうまでもなくヨ2諮︵部族︶・霧℃9

誉さ︒↓ぴ︵民族体−部族と民族との中間に位置する簸曝︶・加撃

ところで︑ソルキン氏は︑前掲﹃東方学の諸問題﹄論文で︑極
東勤労者大会には十種類をこえる呼称があるとしながらも︑

獲富︵民族︶と︑器℃o猶誤お蕊06匿︵人民大衆︶との両義がある︒

﹁コ

ミンテルン執行委員会の大会についての基本的諸文書の表記にも︑

英語の剛①o覧Φ︑独語のく︒節もまた両義を兼ねそなえる︒とこ

チヤンツユボ

とに戴然と区分され︑わずかに肉訓が両義を備える︒国民・号壁

ろが︑日本語・朝鮮語・中国語では︑民族・電尋と︑人罠・蛙電

大会の性格にも適合する︑最も正しい名称は︑∩ゲ①︒︑鈎器℃o油○ロ﹂

響き器3じご︒窪96と考えられる﹂という︒
ソルキソ氏の前掲モノグラフィーによれば︑一九二〇年のバク

者大会報告は︑彼が代表する国民党の字義を譲舞δ二巴℃霞噂

ーの﹁︻①℃切ぴ轟︒♂Φ駕剛欝℃o抽︒こdじづ0396もまた︑この正式名称 に人民の語義までも求めるわけにはいくまい︒張出白の極東勤労

とは別に三通りの呼称があったとされる︒この場合は︑正式呼称

エρ︒暑︒臨雪臣p︒三下p︒℃8叢と明示する︒

漢字文化圏およびそれから派生した東アジア諸国で︑器℃o神

を付した大会議事録ならびに機関誌が刊行されているわけである
から︑極東勤労者大会の呼称の混乱も︑ソルキン氏のように大会

幸︒覧⑦旧く︒涛に相当する語彙がないかぎり︑その翻訳には﹁昆

﹃東方学

議事録の未公刊に一因を求めるのは︑いささかむりがありそうで

のいずれか片方の語句を当ててすますほかない︒現に︑

族．人民﹂と単語を重ねて代用するか︑もしくは﹁罠族﹂・﹁人民﹂

一九二〇

ある︒

前掲﹃東方学の諸問題﹄ソルキン論文の英文梗概は︑
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の諸問題﹄一九六〇年第五号巻末の英文類次にあるソルキソ論文
の表題は︑OoロσQき累Oh勺oo覧＄鼠峠び︒尉霧目舘峠であるが︑

大会︶の表記がゆるされよう︒

片山潜は大会直後のコミンテルン機関誌︽H亭娼嵩60震︾ 卜⊃心

↓o障︒鴇ωとも南表現し︑六年後に一ア︒ペトロフスキー編﹃共産︷‡一義

屑①σ．おb︒b︒い切︒忌戸で︑8冨Ooロ鵯︒ω︒︒oh夢Φ男鍵渕騨︒︒3諺

極東勤労者大会︵極東民族大会︶の名称にも参こまれている

インタナショナルの諸党﹄︵モスクワ・レニングラード︑一九二

中国文目次には遠東出民族代表大会と表記されている︒

塁℃O沁ぴご℃oo桑弧旧くα冨幽賃のことばが︑中国・朝鮮・日本・モ

び極東共和国を構成する東部ブリヤート︶・インドネシア・イン

しては︑極策勤労人民大会穴︒畦篇8ぢk＞論貰轟︒ぬ甲田℃ohOζご

嗣鑓↓Φ℃器量○惹惹γン9−昌 竈b︒︒︒．に日本共産党小史を綴るにさい

八年刊︶識Φ↓℃oじコ︒簑轟員．︵噂①員．︶︽鵠巷↓護M︿o竃羅鴇霞6ゴ自︻おΩ︵08

ドシナその他東アジア置目に包括的に適用できる表現であったこ

じσoO癌9愈︵極言員雪ぴ賭①﹁Oの文字が原文には脱漏︶の呼称を用

n自96y咳◎︽嵩9窓ぬ9鵠μ露ど鼠℃訳k臼Ω︽︒にコミンテル いる︒露文大会文書集の婦人部会採択アッピールも︑ ﹀穴Φ碧惹論

とは︑﹃極東諸民族﹄一九一二年第四号︽欝℃︒誉員︒︒き器3

ソゴール・ブリヤート︵ソ連邦を構成する西部ブリヤート︑およ
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8穴餐諭Oび8誉8要富長︸圃×9ぼ巷鶏︒じ︒員雪霞Φ8cσ0296

一九二二年一月三〇日の大会本会議で採択をみた決議文﹁ワシ

へ

これら諸文書・諸報告の用例に照らして︑器℃o誉ご℃8覧①2

ントン会議の総決算と極東の情勢ージノヴィエフ報告にかんす

ヘ ヘ

＜Q謀簿の表現は︑中騒・朝鮮・インドネシア・インドシナ諸人︑

る決議l﹂は︑大会文書集三点のいずれにも収録され︑片山潜

ヘ

の名で発表されている︒田口運蔵の回想には極東人民大会とある︒

ソ連邦︵極東諸自治州︶・モソゴール・極東共和国︑および謡本

﹃反戦平和のために﹄︵一九五四年春︶にも再録されるが︑末尾の

へ む も ぬ ヘ

書にも確かめうるところであり︑大会宣言その他の大会諸報告・

張国懇は遠東妓圧迫罠族大会が労苦人民に改称したかにいう︒

の三グループのそれぞれに応じて多義的に理解されるべきものの

0耳払Φ8鴇霧紛面隠◎祉①ωo隔夢①白鍵詞藻け冨ωけ疑︒ロσqげ爵Φ

英文−⁝同9首9吋︒践ぎ夢①暁屈①Φ創︒ヨρ蝕貯留や窪山霧8

次のくだりは︑大会呼称にかかわって重視されてよい︒

ように︑日本では極東勤労者大会︵字義どおりには極東諸費人民

しい訳語を欠くかぎり︑申国で真東各民族代表大会と表現される

ようである︒しかも︑すくなくとも日中両鼠には︑これにふさわ

チヤソゴタオ

諸文書では︑もちろんそうである︒

ン執行委員会極策書記局の名で発表された大会開催よびかけの文

し冒

極東勤労者メ：会日本代議員國採択綱領（岩村）

鋳①o℃鷲Φω8伽唱oo私︒︒︒の誤訳であることは︑独露文テキストの

へ

￠巳曾○団夢①8強護ヨ餌ωの①︒︒︹Oh夢Φ拗経国霧汁註跨汁冨鷺？

ね

象︒蝿纂oa裁︒算窪冥霧一〇鵠︒毬果．Mお8①譲︷匡Φ霧ξ議の表現に照

へ

ざ富は簿︒︒o隔夢︒銭く諺︒①α8蛋簿ユ①ω一⁝原文脱漏︺ρ註三筈

ヘ

へ
らして︑一扇瞭然である︒日本語訳のその次の箇所の﹁極東の勤

両義を兼ね備えることをよく示してくれる︒

決議文のこのくだりは︑唱①o覧①ω鴇くα節⑦控膏℃Ohぴ囲の語彙が

労人民大衆﹂という表現は︑ほぼ英独露文各テキストと一致する︒

カ

些︒溝︒巳ざお巴霧酔㊤目一日唱Φユ巴蜂︒︒．︵娼●・︒罫︶

独文−u零丁8げ臨σq︒巧①σqN弩司凪①酵①搾琶αd轟びげ螢σq一σqげ㊦犀
し
割興β昌げ曾α同鐸︒剛昏︒郎堵ρ賦︒難⑦づ畠⑦ω局巽講ΦpOωさ鐸ω窪げ碁雌び霞

O窪じご鐸づ⇔3吋毒臼寡痒貫φβ蜜器ω窪畠霞くα騨霞号ω蜀①目頭昌

大会呼称をめぐる一見︑引詰学的な詮索も︑魔界革命運動をに

なう社会主義諸国人民︑資本主義諸国人民︵抑圧民族︶及び被抑

○︒︒叶︒島野営α①白℃屍90汁単一暮畠早く︒茜①︒︒oぽ詳3器博いぎα臼i
蝿昌丁霊錘諺詫三日⁝N⊆日頃螢臼℃︷σq①σQ窪窪δ剛ヨ需ユ巴陣津㊦口・

圧民族の三要素についての認識にかかわるものであることは︑ど

へ

︵ω．おδ

うやら見過されてきたようである︒いわゆる極東艮族大会が︑こ

ヘ

露文一鼓①ぎ語遷2蓬ぴ轟口曳臣醤島＆o紀国器ω蜀幽︒薯︒−

調℃−

o霞磁器謬塁げヌ奉員闘憲員重臣Φ8じuo39︿p︒器呂︵潤↓蔀でΦ︒︒こに紹介する文書﹁日本における共産党員の任務︑臼本代議員団

090ω↓℃蜜油論舞剛姦鍵窓⇔8沁9二斎ぴ寓ΦじロO自O鵡鵠げ交剛一翼O知OロゴO瓢℃O
採︑
択綱領しω鎚⇔霞剛︵9慈k田図自○︒ほ︒コぬ口︒署蓼三身↓曾︒℃毫

たとする訳者の旧説は︑変えるものではないが︑臼・朝・中三国

過大視︑朝鮮・申国民族解放闘争の相対的軽視という偏向に陥っ

側面を抜きにしては考えられまい︒大会が日本革命運動の役割の

﹄⑦↓p︒臓窮目O竃畿Φ℃Φ員O切コぴ囲鋼︒↓℃鎚︾鵠↓O﹄窪︵OO誕甲匿り疑℃06鵠￠5三滝二塁︒突︒障覚雪Φ門霞器罫を残したゆえんも︑そのような

W×瞠竃器℃器自自8．︵o↓や胡◎︶

帝
︵モスクワ︑一九三五年潤︶の再刊で

ちなみに︑前掲﹃反戦平和のために﹄は﹃片山潜は叫ぶ
国主義戦争反対の陣頭に﹄

＜α貯︒昌器℃o口吟︵人民・民族︶の国際連帯がはか

の℃①o営⑦ω

﹁極東の被抑圧人民の自由

徳田球一の三・一五事件予審訊問調書︑ならびに高瀬清・渡辺

あるが︑その日本語訳は次のとおり︒

へ

られ︑このなかで欝本共産党員の任務にかんする綱領が採択され

エ

と独立への唯一の道は︑極東の勤労人罠大衆と先進国のプロレタ

ヘ

たという事実は︑やはり正轟に評価されるべきである︒
ヘ

リアートとの︑帝国主義に反対する同盟である﹂︵四二ページ︶︒
ヘ

資本語訳の留頭の﹁極東の組絵番人艮﹂が︑英文テキストの
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じ5

サファロフ・片山らの指導のもとに開催され︑その終了にあたっ

春男の回想記からは︑大会本会議と並行して︑日本問題分科会が

綱領的文書の作成という事実に限定されるべきものであって︑文

式議事録なるものについてはしばらくおくとしても︑氏の評価は

作成につながる重要な史実﹂と解題する点にかんしていえば︑正

徳田の供述︑高瀬の圓想が極東勤労者大会においてブハ⁝リン

て︑ブハーリン提案の文雷を﹁藤本代議員団採択綱領﹂として決

えてはならないことは︑注記した農家構成の数値の誤記などから

から提示された綱領的文書は五項目のスローガンの冒頭に﹁天皇

書の内容にまで及ぼされてはなるまい︒

も︑たしかである︒前記の片山起草の大会決議文と同様にブハー

の廃止﹂を掲げるものであったとする点についていえば︑たしか

定したもののようである︒この文書がブハーリン一人の起草と考

リンのほか︑コミンテルン極東書記局日本部を構成していたと推

に︑一九ニニ年一月二六日の大会本会議において︑サファロフは

本については﹁労働者階級に対して︑諸君は天皇︑軍部︑財閥の

﹁極葉における植民地問題と民族解放闘争﹂と題して報告し︑日

定されるヴォイチソスキー︑エムゲ︑片山︑シュミャツキー︑田
口︑とりわけサファロフらの共岡労作とみなすべきであろう︒

極東勤労者大会の日本代議員団による綱領採択は︑このような

るものである﹂と断嫁している︵英文のものは︑独露両国語のも

打倒をふみこえて社会革命へ前進しなければならないと語りかけ

ミンテルン第二回拡大執行委員会総会における日本共産党綱領規

のと対照すれぱはっきりするとおり︑﹁財閥﹂覧客oo養︒団が﹁偽

起草経過をたどったものとすれば︑半年後の一九二二年六月のコ

約特劉委員会の編成をへて︑日本共産党綱領草案を準備するもの

善﹂げ唄℃OO甑碧と誤記されている︶︒

高瀬の回想のうち︑綱領的文書の内容にわたる部分は︑徳田の

となったと考えてよい︒

しかしながら︑徳田の供述︑あるいは︑これに触発された形跡

分科会がいよいよ終了するという貝であった︒サファロフは

供述をそのまま借用したふしがあるが︑その前後には︑次のよう

ブハーリンを伴って日本部会に出席してきた︒いつものように

のある高瀬の回想が極東勤労者大会の綱領的文書をさして田本共

右の臼本共産党綱領規約特別委員会設置の必然性も︑これでは理

片山老を中心に協議は進められていったが︑この時ブハーリン

な叙述が付加されている︒

解しがたい︒犬丸義一氏が︑高瀬回想録のこのくだりに言及して

産党綱領草案の基調をなすものとする点は︑信ずるにたらない︒

﹁正式議察録が伝えていない︑しかも後の日本共産党綱領草案の
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より示されたものは日本共産党の綱領草案のノ⁝トであった︒
の問題に

員が幻惑され︑色めきだったということであろう︒

サブァロフが＃シア革命の﹁民主共和﹁制﹂のスロ⁝ガソを念頭

においていたことは︑注記したとおりであり︑モソゴール︑極東共

⁝⁝この蒔われわれ一曲のあいだでは〃天皇の廃止

ついてドキソとくるものがあった︒片山老はこの点をいとも易

和談の議会ばかりか看主も許容する人民民主主義11非ソヴェト権

ボグドらゲゲン

々とうけいれておられたが︑吉田齎と私は顔を見合わせて緊張

う心配せんでもいいじゃないか！﹂と︑こともなげにいい放つ

たってようやく︑コミンテルン綱領にも各国共産党綱領にも過渡

ブハーリンについていえば︑彼がコミンテルン第四回大会にい

力形態は︑日本革命の前途に構想されるべきものではなかった︒

ていた︒アメリカ経由の日本人たちは︑この間題についての日

的・部分的諸要求は掲げるべきでないとする自己の見解を撤回す

﹁そ

本内地の空気にはまったく不感症であった︒説明しようにも説

るこどは︑今ではよく知られている︒また︑ブハーリンに限らず︑

する一場面であった︒徳田君は例の大ザッパな性格から︑

︵高瀬清﹃日本共産党

明だけでは理解できないものがあった︒

な検討を求めたという︑高瀬の発言が記載されていて︑高瀬の回

ソテルソ第四回大会において︑片山は日本代議員に帰国後の慎重

﹃近藤栄蔵自伝﹄

コ︑・・

高瀬の回想する片山の天皇綱問題のとり扱いについていえば︑

かったであろう︒したがって︑ましてや極東勤労者大会日本問題

ならば︑たちどころに社会民主主義者の烙印を甘受せねばならな

たずして︑極東勤労者大会で普選運動に肯定的評価をこころみる

執行委員会総会前後に属し︑第四圓大会の労働老敷府の提起をま

意義を賦与するのは︑一九二二年六月のコ︑ミンテルン第二回拡大

コミンテルン首脳が普通選挙法に基づく議会制民主主義に積極的

想のこの部分は潤色のにおいが強い︒しかし︑もっとも重要な点

分科会のブハ⁝リソが︑かりに日本における普選運動の積極的意

創立史話﹄一九七八年刊︑五六−五七ページ︶

は︑訳者の旧稿でも明らかにしたとおり︑片山も︑サファロフも

義を認めていたとしても︵このこと漏話ありえないが︶︑徳田供述︑

︵一九七〇年刊︶二戸の座談会記事では︑

天皇制・軍部の財閥からの相対的独自性の認識に欠け︑したがっ

高瀬回想録のように︑豪薗の政治スローガンに﹁天皇の廃止﹂に
﹁天皇︑軍部︑財閥の打倒しというサファロ

掲げるように指示する気遣いはなかった︒とりわけ︑経済政策の

次いで﹁普通選挙権の獲得﹂﹁言論︑集会︑出版︑結社の自由﹂を

て普選運動に対する正当な方針を提示するまでになっていなかっ
たにもかかわらず︑

フ︵したがって︑おそらくブハーリン︶の表現に日本の一部代議
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﹁高度の累進所得税の賦諜﹂は︑労働者政府の任務と切離しては
首肯できまい︒中印両国の統一戦線政府の提起もこれに酷似する︒
蛇足になるが︑ソ連邦の研究者の間では︑ア・べ・コゾロヴィ
ツカや女史スOωO℃O匂ゴ鵠毎︿p︒期﹀●塑は早くソ連邦科学アカデミー

東方学研究所学術報告第二三冊﹃日本︵歴史の諸問題︶﹄︵モスク

だねた﹂と述べている︒

女史は︑種東勤労者大会のものについては自9︒8曾O℃竃四︑日本

共産党創立大会選出中央委員会に作成が委ねられたものについて

は口℃O弓自︒玉傷p︑と︑綱領に当たるロシア語の語彙を使いわけてい

るが︑後者の目℃O弓℃p︒鑑竃勉は︑コミンテルン第四回大会のものの

に論文﹁第一次世界戦争後の臼本における労働運動︑社会主義運

共産党結成の指令を持ち帰ったとあるが︑徳田の供述には︑一九

荒畑寒村︑山川均の回想にも︑高瀬︑徳田がモスクワから日本

ワ︑一九五九年刊︶︽ぬ翻O誕譲︵bコO口℃ooぴ＝自↓O℃讐︶︾三こ這＄・ 蓑記に用いられるものである︒

動︵一九一七一二三年︶﹂℃鶉︒αo器Φ鵠8擾莚自︒↓蚤①突︒Φ群落︑

渓Φ霞の￠d訟8＝§目2Φ器℃じ・9叢ゼg移し・o留訟︵Hり定量8︒︒
ニ旨々七月一五日の日本共産党創立大会と党綱領作成作業との関

次∵鼠兄ノ綱領二付テデアリマスガ︑之ハ私達が吝ρラシタ極東

係にかんする次のようなくだりが見出される︒

領の一節﹁現実には︑日本における大衆的共産主義政党は︑⁝⁝

弓弓・︶を執筆して︑露文大会文書集一五〇一一五一ページから綱

日本プロレタリアートが圏内において決定的な革命勢力となる第

ガ出来ズ︑何レ此創立大会後丸チニ派遣サルル﹁コミソタ！

民族大会二於テ支持サレタ既述ノ内容ヲ充分討議シ決定スル事

一九六二年刊︶︽切︒℃びOp︒ω帥Φ鋼鑓＝？

ページ︶

︵山辺健太郎編﹃現代史資料﹄第二〇巻︑

一九六八年刊︑七四

ソ﹂第四回大会ヘノ代表ノ帰国ヲ待ツト云フ事ニナリマシタ︒

︵本義稿一四六ページ︶を引用し︑極東勤労者大

一条件である﹂

会が日本共産党結成に及ぼす重要な意義を力説したことがある︒

︵モスクワ︑

女史は︑自著﹃日本労働者階級統一をめざすたたかい︵一九二
四一二 八 年 ︶ ﹄

論文は︑極東勤労者大会に指導的役割を演じたジノヴィエフ︑ブ

ところが︑前掲﹃東方学の諸問題﹄一九六〇年第五号ソルキン

や女史の叙述は︑徳田供述と符節するものがあるといえよう︒

↓じσO℃︒︒α04Φ﹁O鋭慈OOp︒ぬ口○甲ヨ瓢︵日りbり蒔一円㊤bOGQリリ．︶︾蜜．唱お①b︒匿極
に 東勤労者大会の綱領が辿った運命について︑コゾロヴィツカ

﹁大会は組織として︑

も︑同趣旨の部分を再録している︒女史は︑これらで一九ニニ年
七月十五日の日本共産党創立大会に言及し︑

党結成の手続きをとり︑中央委員会を選出して︑党綱領作成をゆ
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ハーリソ︑サファロフらには全く触れず︑また︑大会が一九二二
年七月の共産党結成に果たした大きい役割を力説しておきながら︑
霞本代議員団採択綱領の存在は完全に黙殺している︒

ソ遮邦科学アカデミー・アジア諸畏族研究所などの名で刊行さ

日本代議員彊採択綱領

日本における共産党員の任務

一︑日本は︑住民が一人のこらず読み書きができて︑五千万人

ィエフ︑ブハーリン︑ラデック︑サファロフらのものはいつさい

欠落﹂と表現しておいたが︑この﹃環本文献現品﹄には︑ジノヴ

欠落は奇異の感を免れない︒訳者の旧著は︑これを﹁不用意にも

も︑コゾロヴィツカや論文がすでに発表されていただけに︑この

党毒言・罠本共産党規約の両文書は登載されているだけに︑しか

れている︒前掲﹃極東諸民族﹄一九二一年第四号衝載の日本共産

綱領を脱漏させている︒これには︑日本・共産党綱領草案も落とさ

臼蕗ぬ口︒甲園讐ジ≧・仏霧ρもまた︑擾策勤労者大会日本代議員団

ョアジーを大土地所尊影および軍部とある程度まで結びつけた︒

︹増強︺を必要とする略奪的攻撃的植民地政策は︑巳本のブルジ

軍閥の独自的地位に依拠している︒陸海軍におけるたえざる軍備

二院制︶によってカモフラージュされた天皇制に依拠しており︑

と軍事的躇金権的元老寡頭制独裁とのもとでの極度の制限選挙制︑

たしつづけており︑そのさい︑エセ立憲主義的諸形態︵天皇大権

元老をともないつつ︑このくにの政治生活に指導的役割をなお果

あるにもかかわらず︑大土地所有制は︑それから出てきた軍部︑

農皿半日傭農を算える︑非常に急速に発達した資本主義のくにで

ク

収録されていない︒極東勤労者大会日本代議員団採択綱領がブハ

この五や年間にわたって︑B本の政治舞台は︑ふたつのグループ︑

パトラ

の住民のうちに約五十万人のプロレタリアと五百万人の零細小作

ーリンないしサファロフによって起草された可能性は︑コミンテ

大陸侵略政策を押しとおしてきている陸軍﹁長州閥﹂と︑臼本の

れた﹃日本文献目録﹄ ︵モスクワ︑一九六〇年刊︶︽窃国α養︒轄甲

ルン第四回大会の日本共産党綱領草案のばあいのブハーリンと同

太平洋における海上覇権を狙っている海軍﹁薩閥﹂とのあいだで

同一線上のものである︒すなわち︑大地主と軍部が︑領土獲得を

おもにあらそわれてきた︒現在の政友会・憲政会両党の区分も︑

程度に︑考えられてよいかもしれない︒

極東勤労者大会の呼称︑ならびに民主共和制のスローガンが有
する意義などに触れて︑解題に代える次第である︒

とりわけ利益とし︑そこでは︑かれらは被征服諸国の農業植民地
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配糟級のテ官ルによってきびしく抑圧されている︒日本の労働者

日本国内では︑労働者階級の自主的活動のいかなる発露も︑支

て︑ブルジョアジーは︑外国との競争︑国際的な経済上のあらそ

は︑他のブルジ訟ア園家では労働者が享有しているようなわずか

化︑略奪的経営においてみずからの採算をはかっているのに対し

いにおいて澱も重要な場所を確保しようとしている︒国民党は︑

ばかりの市民権さえも与えられていない︒かれらは︑団結の自由

ている︒この帝国主義的政策は︑日本人民を絶えず戦争の脅威に

人民大衆の利益に対して︑これら諸政党はすべて︑明確に敵対し

撚間の正常な経済関係を不可能なものにしているかぎり︑広範な

これら諸政党が遂行し支持している帝国主義的政策が︑極東諸

は︑発展の盤かな可能性を前にしている日本人民にとっても︑抑

弾圧にあっている︒こうして︑日本帝国主義の反革命的抑圧政策

りないものである︒どんなブルジョア急進運動すらも︑きびしい

友会が行なっている農村における嵜生大地主制の独裁は︑まだ限

ような合法的可能性も︑かれらには︑与えられていない︒与党政

︵訳注1︶

どんそこの海運業者グループにすぎず︑支配階級の独立した分派

さらし︑過大な軍事税の重荷をその肩に負わせて︵β本の予算の

圧政策によって直接に痛めつけられている朝鮮・中圏の勤労大衆

を奪われている︒自己の切実な経済的利益のためにたたかうどの

五〇％ないし七〇％が軍事費からなりたっている︶︑甲声の勤労

にくらべて︑安くつくわけのものではない︒

にはなっていない︒

大衆を野蛮な隷属化に導くというかたちで︑日本の経済発展に悪

日本列島が絶対的に人口過剰であって︑土地が不足していると

良本の外国貿易は︑欧米との競争にさらされて破局的に低下して

景気﹂の終結とともにひき起こされた過剰生産恐慌にあっている︒

二︑現在︑日本資本主義は︑みずからにとって好都合な﹁戦争

いう日本帝扇主義者の主張は︑帝国主義的野望を欺購的にカモフ

いる︒

影響を及ぼしている︒

ラ；ジュして︑人斑大衆の注意を侵略政策の方へそらせようとす

ワシントンにおける四か国条約の調印は︑日本を︑極東共和国

およびソヴェト・ロシアに対する攻繋に端を発する新たな軍事的

る手にすぎない︒事実︑朝鮮および南満洲の例が証臥していると
ころでは︑これらの奪取のほんとうの意味は︑日本の労働者に比

冒険のみちにかりたてた︒

しかし︑日本帝国主義はこのようなみちによって︑このくにの

べてよりごのみが少なくて自己の労働力を安く売る現地労働者大
衆を搾取することにある︒
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外国市場の確保をもたらすとはかぎっていない︒中国支配をめぐ

揚の購買力を高めうるものではない︒新たな領土獲得の望みも︑

本から破壊している明大な軍事費は︑極度にせばめられた圏内市

経済的安定の回復をはかることはけっしてできない︒生産力を根

︵訳注2︶
階級は人員が二五％以上もふえた︒

新されて︑既存の家内工業を併呑した︒戦時中に︑日本の労働者

に頂点に達し︑この時期に︑日本の工業の大部分が完全に設備更

起点とする目本資本主義発展は︑一九一四−一九年の戦時蘇況期

その大部分が農村と分ちがたく結びついている︒一八七〇年代を

日本のプロレタリアートの約五〇％を構成しているのは︑通常︑

る国際帝国主義競争があまりにも尖鋭化して︑日本帝国主義は︑

そこで自己の計画を完全には実行できなかったほどである︒極東

べてに対する当然の全般的憎悪にすぎなかった︵一九一九年三月

てきた支配階級のきびしいチロル︑ならびにβ本の労働者の後進

労働者のあいだのちょっとした自主的活動のあらわれも迫害し

三︑四年工場にとどまった後は農村に戻る婦人労働者である︒

の朝鮮における革命的爆発︑一九二〇年の間島における蜂起︑一

性の結果︑日本において初めのうちは労働者階級の経済的組織の

全域で︑日本帝国主義がひき起こしたものは︑三軍帝鼠主義のす

九二〇年の日本商品ポイコヅト︑中国における抗日デモなど︶︒

指導権は︑

﹁労資協調﹂の旗じるしのもとに活動する自由主義ブ

日本の勤労大衆は︑みずからの政治的経済的解放をめざすたたか

ど尽きることのない革命的エネルギーの貯えが蓄積されたかを示

一九一八年置米騒動は︑日本の被抑圧︑被搾取勤労大衆にどれほ

本のプロレタリアートをその先進的分子からなる思慮政党結成の

れるにいたった︒自由主義的紅協調主義的首領たちはこれまで日

にはじめて︑労働運動の急進的11階級的一翼が労働組合に組織さ

ルジョア的知識人︵鈴木とその一派︶の手に落ちた︒最近四年間

した︒益々︑支配階級の帝国主義的政策は︑さけがたい帝国主義

いかなるこころみからもうまくへだててきただけに︑その当然の

いに︑日本帝国主義の危機を利用して︑直接にこれを役立てた︒

世界戦争︑新たな数百万人の勤労者の戦死︑国罠経済の完全な破

結果として︑日本プロレタリア⁝トの最良の部分にアナルコ・サ

るどころか︑全国釣規模における有効な労働組合センタ⁝にもな

の労働組合組織︑友愛会は︑労働者階級の十分越一を包括してい

ンジカリズム的気分を高めることになった︒日本の労働者の最大

壊に導いている︒日本帝国主義は︑丸本のプロレタリアート︑日
本の勤労大衆の壮大な未来を前に墓穴を掘っている︒

三︑日本に特微的なことには︑一方では︑プロレタリアートが
異常に急速に増加し︑他方では︑その階級構成は一様でなくて︑
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キズム︑サンジカリズムへの漢然とした共鳴の態度は︑広範な労

艮本の労鋤者階級のもっとも革命的な分子の仲闘におけるアナー

武器をなおもたないように︑革命的政策の道具も持たずにいた︒

捌口組合の存在︶︒そして︑日本プロレタヲアートは経済闘争の

らいまなお解放されていない︵例えば︑欧文と邦文との二つの印

っていない︒多くの労働組合がギルド主義の思想的組織的残津か

軍事的跳金罐的天皇制のソヴェト権カへの交代︑共産主義政党の

ることなくして︑権力獲得など期待できまい︒プロレタリア独裁︑

めの日常闘争を基盤に労働者階級を階級的非妥協の精神で教育す

の労働者階級は︑一連の準備闘争なくして︑その切実な利益のた

トが国内において決定約な革命勢力となる第一条件である︒日本

強固で一致随結した共産主義政党の結成は︑罠本プロレタリアー

四︑日本の労働者階級の最良の先進的分子すべてを統一せる︑

ヘ

へ

目標とは︑これである︒これを達成するには︑一連の階級闘争に

働考大衆の消極性︑無密覚の派生物にすぎず︑結渠にすぎない︒
ヘ

いまのところ︑まだ党員の少ない若い日本共産党も︑無政府共
ヘ

おいて︑元老︑軍部︑財閥の威力を粉砕する必要がある︒農民大

ヨ

産主義系︑サンジカリズム系の革命的労働者組織も︑ぼらばらの

衆の支援なくして︑これは実行できまい︒

労働老大衆を統一するとは期待していまい︒現実には︑国本にお

協的な階級闘争とプロレタジア独裁樹立との旗のもとに︑広範な

結集して︑ブルジョアジ⁝の資本主義的支配の打倒をめざす非妥

子とみずからとのなお絶ちがたい結びつきに依拠しているプロレ

ころでは︑工業発展の急テンポが念頭にあり︑半プロレタリア分

九〇五一〇七年の革命︑一九一七年の十月革命が教えてくれると

前世紀前半のイギジスのチャ⁝テスト運動の経験︑ロシアの一

へ

ける大衆的共鷹主義政党は︑日本労働運動の思想︑組織の革命的

タリア⁝トは︑みずからの旗のもとに都市と農村のきわめて広範

ヘ

勢力︹原文イタリック︺が日本プpレタリアートの先進的な層を

成長にもとづいてはじめて︑よりいっそう大きくなることができ

な勤労者諸階層を統一しうるものである︒

一九一六年︑一九一八年の調査によれば︑日本の農業人口︹耕

る︒㎝つひとつの経済的争議は︑八時間労働制︑労働立法︑工場
委員会ならびに労働者生産統制︑労働者階級の結社の三唱をめざ

作に従事する農象戸数︺の四％の二一万九八五九戸が七・八五

︹三町︺以上の土地を鑑家用益に有し︹耕

作し︺︑二六・五％の一四四沿道三四〇︹一四五万〇四五〇︺戸

︹七・三五︺エ⁝カー

す土寄的闘争に︑労働者大衆を引きいれるために利用されるべき
ものである︒労働者大衆がその解放をめざす政治闘争に引きいれ
られる舎法的可能性はひとったりとも軽視してはならない︒
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％の三六九万六九六八︹三七九万六九六八︺戸が二・四五エー

ー未満︑すなわち一町以上︑三町未満︺︑六九・四︹六九・五︺

が四・九〇エ⁝カー余︹二・四五工⁝カー以上︑七・三五エーカ

開し︑みずからの諸要求のまわりに小ブルジョア的勤労大衆を結

なく︑急進的既民主主義的変革に対しても敵対的であることを証

ア諸政党︑協調主義的分子がプロレタリア革命に対してばかりで

のスローガンを宣伝しなければならない︒共産党員は︑ブルジョ

︹一町︺未満の土地を自家用益に有し

いた︑部門別に分かれて中央集権的である非合法的機構がなけれ

全般︑軍隊・艦艇︑労働者住宅街︑農村における党細胞と結びつ

規在の状況下に︑日本共産党は︑労鋤組合︑合法的労働者組織

ければならない︒

集しつつ︑ブルジョア諸政党︑協調主義的分子の七三を暴露しな

︹耕作し︺ている︒

カー

一二五・五エーカー︹五〇町︺以上の小作地を所有する大地主は
︵訳波3︶

︹耕地所有者総数の︺0・〇七％︑三四九五戸にすぎない︒零細

し︑これらが労働組合と結びつこうとしていることは︑日本の農

ばならない︒農村︑軍隊︑艦艇における活動は︑プロレタリアー

小作人︑半日傭農が小作条件改善をめざしてたたかう組合を結成

ではないという確証である︒したがって︑労働者階級は︑革命的

民が︑革命的爆発にさいしては第三者的な傍観者にとどまるもの

トの無敵の進歩的運動をもっとも有効に準備するものであるだけ

スト

サファロフ報血口﹁極東における植民地⁝夢占と民族解放闘争・﹂に

も︑露文大会文雲集六五ページ︵製本国際間題研究所中騒部会訳編

﹃中国共産党史資料集駈第⁝巻︑〜九七〇年刊︑九四ページ︶︑独文

ぺ⁝ジ︶で同趣旨の需及があるが︑片山報告﹁日本の

大会文書集五八ぺ⁝ジ︑英文大会文書集一七二ぺ⁝ジ︵高屋・辻野

政治・経済憐勢および労働運動﹂は英文一二七ぺ⁝ジ︵訳轡一七五

共訳繊ロニ三一

2

社長で︑船舶所有屯数が業界第四位にも達した船⁝成金︒

の勝田銀次郎を国民党のバトロソとしている︒勝瞬汽船・太洋汽船

1

田口は露文大会文書集のN署名論文﹁日本の政治守勢﹂で︑神戸

大衆運動の指導者︑領袖の役割を引きうけなければならない︒広

あ

注

に︑この活動には︑とくに注意が必要である︒

ム

訳

範な勤労大衆にとっては︑ブルジョア民主主義の諸スローガンが
なお過ぎ去った段階のものではなく︑日本国内の階級勢力関係が

コ

急進的趾罠主主義的変革の成功を期待させてくれているだけに︑
共産党員は︑過渡的性格の当面のみずからの要求として︑次のよ
︵一︶政治制度の完全な民主

︵二︶自家労働による耕作農民への交付用益をともなう土地

うなものをかかげずにはおれない︒
化︑

国有化︑ ︵三︶労働者生産統制のもとでの巨大鉱工業部門の国有
︵訳了4︶
︵四︶植民地︑植罠地的勢力圏の癬放︒共産党員は︑これら

化︑

とあわせて︑菟・命闘争︑革命的大衆統︸制の機関としてのソヴェト
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あ

る︒この中間的な革命的任務を遂行する上に必要とする︑民主共和

務は︑軍部︑地主︑財閥のプロヅグを解体し︑打倒することにあ

モ

かにだれも︑このたたかいを始めることはできない︒その最初の任

が最後まで革命的にたたかうことができる︒プロレタリアートのほ

動をさしておよそ二五％増と指摘する︒露文一＝ページの片山論

制︑土地圏有化︑労働者生産統制のもとでの巨大鉱工業部門の蘭有

カ

ページ︶︑独文七三 ペ ー ジ ︵ 片 山 ﹃ 反 戦 平 和 の た め に ﹄

文﹁目窪の労働運動﹂付表には一九一四一一九年の各年次の労働者

化︑植民地・植厩地的町勢力圏﹄の解放のごとき︑過渡的諸要求を

一五九ペー

ジ︶において一九一七年から大会当時にいたる期間の労働者数の変

﹁戦時中に﹂という表現

ク︶ サファロフ報止口にも似た指摘があるが︑高瀬の替ハ成討論︵英

ョアジーの隊列に同盟者を見織す︒﹂︵傍点捕所は原文ではイタリッ

めざすたたかいにおいて︑プロレタリアートは︑都帯農村小ブルジ

は︑サファロフ報告のそれとともに︑誤っている︒

これらの数値は︑農商務大臣五二文書課﹃提商務統計表﹄第三四

数も挙示されている︒明らかに︑綱領の

3
は﹃農商務統計表﹄に基く訂正および補足を示す︒右サファロブ報

の達成がソヴェト政権樹立に随伴する可能性を認める︒また︑右片

文文書集一八九ページ︑訳轡二五四ページ﹀は︑冶の過渡的諸要求

次︵一九一九年刊︶記載の一九一七年末のものと符節する︒括弧内

此口の簾路文六四ページ︵訳霞九四ページ︶には︑綱領のこの部分と同

ヤ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

戸当り七・八五

ヘ

口も︑N署名論文で︑ブルジョア民主空義運動を評価して憲政会・

康論文には︑普選運動放棄の称揚があり︑日本共産党轡記︵山用を

ぬ

4︶

一の文章がみられ︑独文五七ページ︑英文一七一ページ︵訳書二三

ヤ

ヘ

一ページ︶も︑ほぼ同じである︒露文大会属籍集にのみ収録のサフ

ヤ

も

指す︶夫萎刊行の機関誌﹃社会主義研究拙の役割が露玉される︒田

ゐ

ァロフ論文﹁極東勤労者大会﹂四七ページのほぼ同一の文章のう
ヘ

追尋党の普選運動再高揚も必至としながら︑尾綺行雄の﹁ただの議

ヘ

政壇上の雄弁﹂は人民大衆が看破しているという︒帰翻途次の一部

ヘ

コ九＝ハ年︑一九一七年の調査によれば︑

エーカー以上の土地⁝⁝︵集約的栽培のもとでの︶一二五・五エーカ

代議員の間の議会主義論争なるものも︑回想記にありがちな思い入

ち︑

ば︑右片山報告の付褒から︑﹃東洋経済新報経済年鑑﹄︵英文標題

ツキーらから普選重視の説得があったかにいう田口の記憶には︑〜

れがありそうである︒まして前年七月に早くもラデック︑シユミャ

一以上の小作地⁝⁝﹂の傍点箇所は梱違する︒念のために付雷すれ

の一九一六年度版は誤植︶が資料源と断定されるが︑霜付表にも︑

︵守

年後の日本共産党綱領規約特別委員会が混圃されている︒

8冨OHδ簿安国8ロ︒ヨ凶繰磯㊦母膨︒︒財︶一九一九年度版︵片山報告

同年鑑にも︑上記の一連の誤記はない︒

﹁日本ではプロレタリアートだけ

右サファロフ論文﹁極東勤労者大会﹂四七ページには︑類似の論

旨が次のように表現されている︒

4
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