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論文要旨 

 

1920－1930 年代には、日本の植民地がソ連共産党及びコミンテルンの対外政策

のフォーカスに入った。日本を帝国主義列強の一つと見なすソ連政権とそのツー

ルであったコミンテルンは、植民地に存在した経済・社会・民族問題及び本土に

対する不満を利用してみた。 

ソ連では、日本統治の臺湾からの直截な情報が乏しかったので、政治学者及び

分析官が主に資料からその状態を検討・研究していた。その情報に基づいている

専門家は、臺湾の経済・労働状態、日本の植民政策、民族問題、社会・労働運動

の情勢を分析していた。ソ連の専門家は、直截な情報の不足にもかかわらず、事

実をかなり正しく理解したが、共産主義独裁政権の下、そのイデオロギーの弾圧

を受けて、日本の臺湾政策を激しく批判して、臺湾における民族問題の重要性、

労働・左翼運動の範囲、社会主義革命の可能性を過大に見積もっていたと明白で

ある。 
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問題提起――ボルシェビーキ政権の反植民政策のプロパガンダにおける臺湾 

 

１９１７年のロシア革命直後、「ソビエト」となったロシアでは、日本を含める

列強の植民地政策の調査・研究の様相と目的が一変した。ボルシェビーキ新政権

は、戦略としては世界革命、戦術としては「労農ロシアを包囲する敵」との闘争

を企図していた。植民地が有益なだけではなく、問題の根源だったことを、ソ連

共産党とコミンテルンの幹部はよく理解した。ソ連政権とその対外政策のツール

だったコミンテルンは、列強の植民地を「革命の貯蔵所」と見なし、植民地でト

ラブルを起こし、本土での政権の力を弱くする政策を実行した。日本の植民地政

策に対しても例外ではなかった。 

 

史料概論 

 

本論文の中で利用した史料は、すべて現在までに公刊されたものであるが、歴

史的性格から、大きく二つの種類に分けられる。 

一つは、当時、ソ連の雑誌・機関誌・紀要・論集などの出版物に掲載された記

事や論文である。論文は、ロシア国内の専門家や一般読者向けに書かれており、

すべてロシア語である（出典については注記を参照）。中にはオリジナルな調査・

研究もあるが、国内外の情報や先行研究の概説のみという場合もある。内容は、

作者によって様々であるが、研究方法と結論は、マルクス・レーニン主義の史観、

政治論、経済論等に沿ったものであり、当時のソ連共産党のイデオロギーと政策

方針を反映している。学問的に優れたものもあり、すべてが「プロパガンダ」ば

かりだとも言えないが、プロパガンダとしても利用されたことは確かである。こ

のような論文は、当時のソ連の学界および共産党・コミンテルンの公式な「対外

的」日本観・臺湾観を代表している。著者は、現存するこのような論文のほとん

どすべてについて検討を加えた。 

もう一つは、当時「機密」であったソ連共産党・コミンテルンの文書である。

これら史料の多くは、ソ連の崩壊直後に公開され、比較的に自由な調査が可能に

なった際にロシア語で発表された。著者は、現在までに公刊された部分について

は、調査・研究を行った。「内部資料」として作成されたこれら史料は、三つのグ
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ループに分けられる。 

第一のグループは、現地（日本、中国、臺湾）からの報告書または統計等の国

外情報の分析である。使用言語は、中国語・日本語からの翻訳を含め英語がほと

んどだが、一部ロシア語もある。これらの文書は、ソ連共産党・コミンテルンの

政策決定の過程で利用されたが、直截的な影響はあまりなかったと結論できる。

これらは「現地資料」と呼ばれる。 

第二のグループは、ソ連及び国外の共産主義者、コミンテルンの活動家など政

策決定の過程に参加した者の意見書などである。使用言語は主に英語とロシア語

である。執筆者は、現地資料と国外情報の分析を利用したが、その立場は研究者

ではなく、あくまで革命運動家のそれであった。彼らが気にしていたのは、事実

ではなく、彼らにとって望ましい状態と将来であった。これらは「政策提案」と

「意見交換」と呼ばれる。 

第三のグループは、ソ連共産党・コミンテルンが決定した方針の内容とその説

明である。史料はロシア語で作成され、のちに多数の言語に訳された。これらは

「命令」と呼ばれる。 

本論文のテーマから見れば、ソ連共産党中央委員会とその政治局、コミンテル

ン幹部の関係史料は、すべてとは言えないまでも、ほとんどが公刊されている。

ソ連の外交資料には、このテーマに関する資料が乏しい。ただ、他省庁の資料館

や地方（特にシベリア、沿海州、極東）の資料館に未発掘の関係資料が存在する

可能性もあるので、引き続き調査を進める必要はある。 

以上に述べた各種資料の分析が本論文の内容である。ここで強調したいことは、

「対外的資料」も「内部資料」も、その内容、調査方法、主要な結論とレトリッ

クが殆ど同じだということである。現在から見れば、ソ連共産党・コミンテルン

の日本植民地政策観は、現地資料の知識と事情分析の能力にもかかわらず、その

結論と将来の見通しを誤ったと結論できる。「対外的資料」はもとより「内部資料」

においても、マルクス・レーニン主義のドグマ、ソ連共産党の当時のイデオロギ

ーと政策方針の影響は顕著であった。 

当時のソ連側の文書及び出版物では、臺湾の一般的な地名が「フォルモサ」で

あったが、筆者はそれをすべて「臺湾」と訳する。 

 

臺湾とコミンテルンの情報「パイプ」 
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植民地で革命的な活動を行うためには、その国内情勢に関する情報と分析が必

要であった。「ファースト・ハンド」の情報が最も重要だったが、それを収集する

ことはかなり困難であった。そして、日本統治下の臺湾関係の最初論文のソ連著

者は、「臺湾における被圧迫原住民の情勢についての情報が我らの下まであまり届

かない」、ことを自ら認た1。1925 年 1 月の日ソ関係国交回復まで、日本国内及び

その植民地の情報がモスクワまで届くルートは、コミンテルンの「パイプ」のみ

であった。 

 コミンテルンと臺湾共産主義運動との関係史を綿密に調査したのは、ロシアの

歴史家 K・テルティーツキーと A・ベログーロワの二人で、彼らの研究にしたが

って、「コミンテルンと臺湾野党〔という反日政治運動〕との交流は、極東におけ

るコミンテルン活動の初歩直後に始まった」2。おそらく 1920～1921 年に北京と

上海で発動したコミンテルン組織が臺湾の 反日活動家と接触したものであった。 

 コミンテルンの資料館に残されている臺湾関係最初の文書は、匿名の覚書『フ

ォルモザまだ臺湾』（1923 年 8 月 1 日付）である。その内容は、公刊資料（『Japan 

Year Book』、「読売新聞」、「東京日日新聞」など）から取り入れた情報であり、「地

理」、「人口」、「歴史」、「農業」、「通運」、「通商と予算」、「行政」などの章を含ん

でいる3。コミンテルン幹部に臺湾事情を紹介する文書は、統計データと共に、日

本の臺湾政策に対する悪口に近く激しい批判も含めている。コミンテルンでは、

内部資料においてでも、プロパガンダ的な表現と発言が一般的に使用されたこと

が特徴的であったということができる。この文書に対する反応の跡が残ることは

なかった。 

 

ソ連外交官とプロパガンダ活動 

 

                                                   
1  Formoza. Sakharnye plantatsii obagreny krov'yu krestyan (Mezhdunarodnoye rabochee 

dvizheniye. 1927), № 5. 
2 臺湾共産主義運動の歴史及びそのソ連・コミンテルン関係、日本共産党関係、中国共産

党関係の主要な資料集と詳しい研究論文は、Tertitskyi K.M., Belogurova A.E., Taiwan’skoe 

kommunisticheskoye dvizhenie I Komintern (1924-1932 gg.). Issledovanie. Dokumenty (Moskva: 

Vostok-Zapad, 2005), p. 42. その興味深い著作の中国語翻訳が 2010 年に臺湾で出版され

た。 
3 同上、pp. 258-265. 
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1925 年 1 月 20 日に北京における日ソ基礎条約の締結と日ソ国交の樹立の後に

至っても、ソ連は東京に大使館と通商代表部、日本国内の 6 カ所に領事館、ソウ

ルに総領事館を持ったが、臺湾には一人の代表者もなかった。ほかの列強の植民

地にも、ソ連の領事館や代表部は殆どなかった。そのために臺湾関係情報は直接

に現地から得るのではなく、東京の在日ソ連大使館と通商代表部を経由してモス

クワに届いていた。 

当時のソ連外交官は、本当の専門家もいたが、プロレタリア出身・共産党員と

して海外に送られた者もいて、外交の仕事は殆どできなかった。一部にはコミン

テルンを代表して、海外で革命的なプロパガンダ活動を行い、現地の共産主義者・

左翼を支持し、統制している者もいた。ところで、ソウルのソ連総領事館は、コ

ミンテルンの非公式な「代表部」としてよく知られた。「ブルジョワ」国家の政府

はその事情をよく知っていたので、ソ連の代表者の行動を限定、統制するよう心

がけていた。このような事情から、現地で情報を収集する可能性は、かなり低か

った。 

 

情報の収集・分析の問題 

 

それゆえ、戦間期のソ連の分析官は、列強の植民地政策を検討する場合には、

「セカンド・ハンド」の情報、つまり統計、新聞・雑誌、書籍から必要なデータ

を発掘していた。ただ、臺湾と朝鮮についてソ連の分析官の手に入った情報はか

なり詳細だったと結論できる。日本側発の情報だけでなく、欧米の資料と研究論

文もよく利用された。ソ連の分析官が現地の事情をまったく知らなかったとは言

えないが、はたしてどこまで理解したのか？ 

特に戦間期を含めたソ連時代には、ソ連で発表された海外政治・経済の分析、

評論、研究は、いつでもどこでも政権の厳しいイデオロギー的統制、共産主義の

論理的弾圧を受けた。分析官、研究者は、情報へのかなり自由なアクセスがあっ

ても、その分析を発表することは不自由であった。共産党の「メイン・ライン」

と違う結論、ないし見解を報告することは、絶対不可能であった。ソ連では、マ

スコミに限らず専門書でも、世界観、政治・経済評論の分野では、政権が決めた

論理と評価しか存在していなかった。その世界観は、マルクス・レーニン主義、

共産主義のドグマに基づいており、事実とずいぶん違ったことが少なくではなか
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った。 

 

ソ連・コミンテルンのプロパガンダが論じた日本植民地政策一般 

 

ソ連・コミンテルンのプロパガンダが論じた日本植民地政策がちょうどその好

例であった。海外の資料を読んだ分析官は、臺湾と朝鮮で資源開発、工業・農業

の発展、鉄道と道路の建設、経済・貿易の増大を明白に理解したが、その事実を

「そのママ」で発表することは不可能であった。増大と発達、つまり植民地の進

歩について発言することは、ソ連・コミンテルンのプロパガンダが作った「真黒」

のイメージにまったく合わなかった。他方、その事実をまったく黙殺し、あるい

は否認することもかなり難しかった。そのため、ソ連製の植民地政策の分析と評

価は一般的に以下の通りであった。 

ソ連・コミンテルンの著者は、統計を引用した後、「それにもかかわらず」、「で

すが」、「しかし」のような言葉を常用した。たとえば、工業が発展しているにも

かかわらず、労働者の状態は惨めであるとか、農業は技術的に進歩したが、農民

はその成果を利用できないとか、貿易は進んだが、その利益を利用できるのは日

本人のみで、原住民ではないとか、という具合である。 

研究としてもプロパガンダとしても、このような論文には三つのレベルが見ら

れる。第一に統計などの情報であった。数字はあくまで数字だ。次にその情報の

分析が来る。分析はある程度著者によって違ったが、「ですが」と「それにもかか

わらず」がここで利用された。最後は結論が来る。結論では、共産党とコミンテ

ルンの「メイン・ライン」からの変更は不可能であった。そして、どの統計か情

報かにかかわらず、臺湾と朝鮮の日本植民地政策は深刻な機能不全に陥っており、

反日革命が起こる可能性が高く、しかもその可能性は日々高まっている、とソ連

の分析官と評論家は、マントラのように繰り返していた。 

 

ソ連・コミンテルンの東洋学分析における臺湾の農業問題 

 

 農業問題専門家オレーグ・プレートネル（1893～1929 年）教授が著した論文「臺

湾の農業問題」（1927 年）は、ソ連時代の臺湾研究及び日本の臺湾政策批判論の

出発点になった。 
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その論文は、日本側の公式な統計に基づいて おり、プレートネルは、「農業の

非常な進行」と「工業の多大の発展」を認めていたにも関わらず、日本人が従事

する農業のみが素晴らしく進行していたが、それに対して原住民の農業が主に落

ちぶれていたと結論づけしている。また論文では、臺湾の農民は、日本統治によ

る行政・会社・地主の弾圧と現地の地主の弾圧という「二重弾圧」を体験した4、

と論じている。 

植民地における「二重弾圧」論は、当時にコミンテルンの基本的な理論の一つ

であった。それと共に臺湾における日本の「弾圧」が経済的のみならず、「非経済

的」な部門である行政的にも激しかった、とプレートネルは論じている。  

その内容から見れば、プレートネルの論文がかなり学問的だったが、表現の選

択と使い方が「プロパガンダ臭かった」ことは明白である。 

 プレートネル論文の発表の一年前、ウラジオストック東洋学院の出身者であり

日本学者トロフィーム・ユルケーヴィッティー（1891～1938 年）は『現代日本――

日本の資料に従った経済地理概論』を出している。その「臺湾編」は研究論文で

はなかったが、ソ連時代における最初の日本統治臺湾の入門及びデータ編であっ

た5。ユルケーヴィッティーは日本側の統計と書籍に基づいていたために、その著

作ではプロパガンダ的な「ソ連語」がほとんどなかった。それが理由で、プレー

トネルはユルケーヴィッティーの本をかなり激しく批判した。 

 

ソ連・コミンテルンの東洋学分析における臺湾の労働問題 

 

1920 年代後半にソ連に発表された臺湾関係の論文・記事が学問的であるよりも、

宣伝であったとはっきりである。なぜならば、その執筆者がコミンテルンとプロ

フィンテルン（労働組合赤インターナショナル）のスタッフ調査官であった6から

だ。その一人であるマリヤ・ルクヤーノワ（1904～1977 年）は、戦後ソ連科学ア

カデミー東洋学研究所日本研究科長に就任している。 

  労働運動・労働問題を専攻したルクヤーノワは、臺湾での「プロレタリアート

                                                   
4 Pletner О., К agrarnomu voprosu na Formoze (Na agrarnom fronte. 1927), № 5. 
5 Yurkevich Т.S, Sovremennaya Yaponiya. Ekonomiko-geografichekskyi obzor po sovremennym 

yaponskim istochnikam (Vladivostok, 1925), pp. 116-125. 
6 詳しくは、F.A. Toder, Istoriya izucheniya Taiwan'ya v Rossii (Problemy Dalnego Vostoka, 

1993), № 5. 
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を中心として勤労者の結合の可能性」を主要なテーマとしている。コミンテルン

とプロフィンテルンは、世界の労働情報、労働問題、労働組合活動関係の雑誌多

数を出版しており、その中には臺湾関係論文数点も収録されている。無名の論文

の中には、その内容、結論とスタイルがルクヤーノワの著作に似ているために、

同氏がそれをすべて執筆した可能性が高い7。   

 モスクワの「世界革命参謀本部」と当時のコミンテルン幹部の理論家は、臺湾

と同様の植民地下では、「反帝国主義農民革命」が可能であると考えていた。   

それは、コミンテルンの第六回大会（1928 年 7 月 17 日～9 月 1 日）の主要なテ

ーマになった。大会前後に公刊された臺湾関係論文・記事は、その理論の確証す

ることが目的であった。 

 ルクヤーノワの分析した理論は、以下の通りであった。すなわちそれは「の結

果として、現地農民が貧乏になり、都市に現地農民が移動する過程で、工業が進

行されたことによって労働者が多くなる。行政・警察の弾圧のために 1926 年以前

には、労働者が団体・組合をほとんど設立することはできなかった。ブルジョワ・

ナショナリスト運動は、労働階級を統制するための団体を設立して試みる。そし

て、「左翼〔共産主義関係〕団体の基本的な目的は、労働者と農民をブルジョワ・

ナショナリスト運動の影響から切り離して、日本帝国主義に反対する勤労者統一

戦線を設立する」、とルクヤーノワはコミンテルンの方針を明確にした。 

 

臺湾の「地政学的意義」 

 

もう一件の興味深い論文「現在の臺湾」を執筆した著者はペン・ネームである

「ニッケル」を使用しており、本名は不明である。「ニッケル」は、「ソ連の東洋

学文献、専門的でも、また一般向けであったとしても、臺湾の研究がほとんどさ

れたことはなく、専門家に注目されていない地方」だと認めた上で、その情勢を

概説した。参考文献及び註がないが、著者はおそらく海外の資料に基づいたので

はないかと言うことができる。何故ならばその論文の特徴は、コミンテルン関係

                                                   
7 Formoza. Rabochee dvizheniye (Mezhdunarodnoye rabochee dvizheniye. 1927), № 47; Formoza. 

Dvizheniye v pol'zu ob'yedineniya rabochikh soyuzov (Mezhdunarodnoye rabochee dvizheniye. 
1928), № 18-19; Luk'yanova M., Yaponskoe vladychestvo i borba s nim na ostrove Formosa 
(Krasnyi international profsoyuzov, 1929), № 6; Assagiri, Rabochee i 
natsional'no-osvoboditel'noye dvizheniye na Formoze (Mezhdunarodnoye rabochee dvizheniye. 

1929), № 34.「アッサギリ」はルクヤーノワの「日本人風」のペン・ネームであった。 
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著作と違って、作風がアカデミック、学問的であり、その内容が、臺湾の「地政

学的意義」と「日本帝国主義の戦略でのその役割」についてかなり詳細な分析を

しているからである。 

「将来の太平洋紛争」という戦争を論じている著者は、それについて以下の通

り述べている。「臺湾の重要性は国防に限らず、日本の南方拡張の前線である。現

在軍事的拡張が考えられないことだが、将来に可能である。経済的拡張のため、

臺湾は今も主要な基地である」8。「ニッケル」は地政学的、軍事的問題を詳しく

分析しているため、それが元在日ソ連陸軍武官カール・ヤーネル（1888～1938 年）

のペン・ネームのではないかと推論することができる。 

 

日本統治時代臺湾の総合的「真黒」イメージ 

 

 一九二〇年代、ソ連側の臺湾分析の総括は、「ガストフ」が執筆した単行本『日

本の帝国主義――政治経済概論』（1930 年）がある。ペン・ネーム「ガストフ」

を使用した著者は、ジャーナリストで、外務官僚でもあるゲオルギー・アスター

ホフ（1896/97～1942 年）である。 

 アスターホフは、1925 年 3 月から 1927 年まで、在日ソ連大使館の一等書記官

として初代広報部長と勤めた。元同僚（同時の在日ソ連大使館の参事官・代理大

使）グリゴーリイ・ベセドーフスキーは、アスターホフは「日本に熱心な関心を

持っており、日本語も英語もペラペラ、顔が広かったので、日本国内情態の通で

あった」9と回想している。 

 アスターホフが自分で臺湾を訪問したか不明であるため、それを確認すべきこ

と必要がある。ただし、同氏が執筆した臺湾の自然及び日常生活の描写は、華や

かで自分の目で見たものではないかと考えられる。アスターホフはジャーナリス

トだけでなく大使館の広報部長であったことなどから、公式的に臺湾を訪問する

ことが絶対的に不可能なことではなかったと思われる。 

著作『日本の帝国主義――政治経済概論』の主な目的は、読者一般向けて、日

本帝国の政治経済事情の紹介に限らず、その政策全体に対する批判にあった。植

民地政策面で、朝鮮政策に対する非難が最も鋭かったが、臺湾政策に対する評価

                                                   
8 Nikkel', Sovremennaya Formoza (Мirovoye khozyaistvo i mirovaya politika. 1929), № 2. 
9 Besedovskyi G., Na putyakh k termidoru (Мosvka: Sovremennik, 1997), pp. 183-184. 
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も批判的であった。新しくきれいな建物、道路、鉄道、電気線、工業、港などの

物的進歩を無視することが不可能だったために、著者は「日本帝国主義の熱心な

創造的作業」を一応認めざるを得なかったものの、それら全てを「ショーウイン

ドー」のみだと発言した。原住民の生活環境を特に暗く描いたアスターホフは、

ツーリストに対して見せかける原住民村を「ポチョムキン村」であると批判した。

原住民の大部分は「医療、学校、服を知らず、酒、たばこ、阿片を知る」、と「ガ

ストフ」は断言した10。 

 

例外――臺湾における日本政策の成功を認めた二人ソ連学者 

 

 満州事変勃発以前、ソ連では臺湾開発に対する積極的な評価が少なかったにも

かかわらず、時々それは発表された。1929 年に有名な生物学者ニコライ・ワヴィ

ーロフ（1887～1940 年）は、政府関係のゲストとして日本、朝鮮、臺湾を訪問し、

農業植物栽培と農芸学の情態を研究した。臺湾ではワヴィーロフは栽培地、研究

所、研修所、図書館、専門学校を見学した。彼は帰国直後の報告書において日本

人の作業と努力に感服した11。 

当時、日本側はソ連人に対して臺湾訪問をほとんど許可しなかった。国家のゲ

ストと来日したワヴィーロフの件が唯一その例外であった。 

1929 年、日本で留学したヴェーラ・ポズドネーエワ（1906-1943 年）（当時レニ

ングラードの東洋学院院生）は、自分の目で臺湾を見ることができなかったが、

東京で行われた臺湾展を見学した際、その見学と収集された日本語の資料に基づ

いてかなり長い論文を執筆し、それをロシア地理学会の紀要に収録した。  

著者は臺湾の「植民地的搾取」を認めてはいたものの、「臺湾の経済的開発面で

日本経営の目覚しい成功・・・通商、工業、通運、都市企画などを含めて日本資

本主義的文化の実績が確実だ」と結論づけている12。現代、ロシアの臺湾研究者

は、ポズドネーエワの「日本が行った臺湾近代化政策の内容と方法を詳しく記述

                                                   
10  Gastov G., Yaponskyi imperialism. Politiko-ekonomicheskyi ocherk (Мoskva: Moskovskyi 

rabochyi, 1930), pp. 66-79. 
11 Akad. Vavilov N.I., Nauka v Yaponii. Iz vpechatlenyi poezdki v Yaponiyu, Koreyu i Formozu 

osen'yu 1929 g. (Priroda. 1930), № 4; Vavilov N.I., Pyat' kontinentov (Moskva: Nauka, 1987, 
pp. 99-101. 

12 Pozdneeva V., Ostrov Formoza ili Taiwan (Izvestiya Russkogo geograficheskogo obschestva. Т. 
LXI. Vyp. II. 1929), pp. 339-359. 
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した」論文を高く評価している13。 

ところでヴェーラは、元サンクト・ペテルブルグ帝国大学東洋学部日本語学科

助教授及びウラジオストック東洋学院の二代学長と勤めたドミートリイ・ポズド

ネーエフ（1865～1937 年）の娘で、親子二代にわたる日本学者であった。 有名

な日本・中国・満州専門家であるドミートリイ本人は、1909 年に臺湾を訪問して、

見学の報告書を準備していたが、その原稿は未だに公刊されてはいない。 

 

ソ連・コミンテルンのプロパガンダにおける霧社事件 

 

ソ連の日本分析官は 1930 年 10 月に生じた霧社事件に重視している。現地から

の情報は断片的で足りなかったために、その記事は主に事件の事実と言うよりも、

臺湾関係一般を参考にして、コミンテルン的反日・反植民地主義のレトリックで

作成された14。日本語を含めて海外資料にアクセスを持ったルクヤーノワは、日

本側の行動を非難的に記述した後に、コミンテルンの「ガイドライン」を「日本

のプロレタリアートは、日本のブルジョワに反対する闘争のために、朝鮮と臺湾

の革命的農民階級と統一すればするほど、勝利を確保する、ということが理解で

きるはずだ」15という報告をした。 

コミンテルンの対外政策とプロパガンダでは霧社事件がもっと重要になるかも

知れないが、以下の出来事はその事件を全て隠した。1931 年に少数の臺湾共産主

義者の大部分が逮捕されて、1934 年 6 月に臺北の裁判で判決が下された。裁判所

では被告全員が共産主義的信条を見捨てた。それは臺湾における共産主義運動の

終焉であると言える。 

 

満州事変勃発後の日ソ関係悪化とプロパガンダ戦争 

 

1931 年９月１８日に勃発した満州事変、のちに満州国の建国、日本の国際連盟

脱退などは、東北アジアにおける激動する時局の全体的な変動とパワー・バラン

スなどは、日ソ関係に特別な影響を及ぼした。満州事変勃発直後モスクワの立場

                                                   
13 Tertitskyi K.M., Belogurova A.E. 同上、p. 142。 
14 Petrovskyi V., Vosstaniye «dykarey» na Formoze (Projektor. 1930), № 34; Vosstaniye na 

Formoze (Мirovoye sel'skoye khozyaistvo i krestyanskoye dvizheniye. 1931), № 1 など。 
15 Luk'yanova M., Vosstaniye na Formoze (Mezhdunarodnoye rabochee dvizheniye. 1931), № 1. 
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は、親日といえないが、国際連盟やアメリカと違って反日ではなかった。同年 12

月 31 日ソ連が日本に不可侵条約の締結を提案した。ところが、1932 年中、日ソ

関係は明らかにに悪化しはじめ、1933 年に日本が不可侵条約締結を否定した結果、

その関係は情報・プロパガンダ紛争の状態に至った。 

1933 年 10 月中旬、スターリンは「日本の悪人に対して長期的、綿密な批判の

キャンペーンをスタートする時間が来た」と述べて、「ソ連と他国の世論に影響を

及ぼす」ことを目的として示して、ソ連共産党中央委員会の「アジプロ」（広報・

宣伝）部、新聞、雑誌、出版社宛、日本の軍国主義、帝国主義、植民主義に反対

する記事、パンフレット、論集、単行本を早く準備して、高い発行部数で出すと

命令した16。独裁者の希望が掟だったといわれているソ連において、スターリン

の命令によって、それは新しい反日キャンペーンの出発点になった。 

 

反日プロパガンダの新しいキャンペーンにおける臺湾問題 

 

そのキャンペーンの主要な方法は刊行物だったため、新聞・雑誌の記事を除い

て、日本批判をテーマとする単行本数冊が急速に編集、出版された。しかし、そ

の内には、臺湾関係論文が少なかった。「日本帝国主義に抑圧された臺湾」を執筆

した B・アレクサンドロフ（履歴不明）は、日本統治下の臺湾における情勢の一

般的概論として、ソ連のプロパガンダによる新しいテーゼ数件を提出した。一つ

目、1895 年の反日闘争が「臺湾革命」として論じた。二つ目は、「日本人化〔と

いう同化〕政策」を 鋭く批判した。三つ目は、臺湾の学校での宗教教育の禁止

は、キリスト教の宣教師を通る欧米影響を戦う目的がある、と結論づけている17。 

1930 年代から臺湾事情を研究しはじめ、戦後のソ連における「第一の臺湾通」

と知られていたファンニ・トーデル（1911～2000 年）博士の見解によれば、戦前

期のソ連に存在した著作から「臺湾で事実に行われたことを理解するのはほとん

ど不可能だった」18ということである。 

                                                   
16 原文はラーザリ・カガノーヴィチ（当時共産党中央委員会政治局員として党内でのス

ターリンの代理）宛書簡の中、Stalin I Kaganovich. Perepiska, 1931-1936 gg. (Moskva: 

Rosspen, 2001), p. 396. 
17 Aleksandrov B., Formosa v tiskah yaponskogo imperialisma (Sovremennaya Yaponiya. Sbornik 

vtoroi (Moskva: IMHMP, 1934)). 
18 F.A. Toder 同上、p. 52。 
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当時のソ連では、日本語から翻訳された政治学・経済学・社会学関係の著作（共

産党発以外）の出版物が特に少なかった。しかしその例外の一つが、臺湾関係論

文であった。 

  

ソ連プロパガンダが「書き直した」矢内原忠雄著『帝国主義下の臺湾』 

 

1934 年に、モスクワの国立社会経済出版社は、当時東京帝国大学教授の矢内原

忠雄著『帝国主義下の臺湾』（原文 1929 年出版）のロシア語翻訳を出版した。露

文のタイトルは『日本帝国主義下の臺湾』とされた。著者の名字が間違って、「ヤ

ウチハラ」と書かれて、翻訳者が「内」と「ウチ」を読んだ19。翻訳者の氏名が

記入されなかったが、三人の編集者の氏名が記入された。その内、二人が日本学

者であり、も一人の情報は残っていない。そこでそれは、二人の専門家が翻訳を

したことが推論できる。 

ドミートリイ・ジューコフ（1904～1937 年）は、1930～1931 年に在日ソ連通商

代表部に勤めており、『帝国主義下の臺湾』を見つけた可能性が高い。帰国してジ

ューコフは、ソ連科学アカデミー東洋学研究所の大学院を卒業した後、一時的に

赤軍参謀本部に勤めて（情報機関のではないか？）、のちにレニングラード東洋学

院の日本研究課長になった。ダニイール・スクリャーロフ（1907～1939 年）は、

1930～1935 年に同大学院の院生として日本植民政策を専攻しており、翻訳の「前

書き」を執筆した20。 

第七回コミンテルン世界大会（1935 年）以前、ソ連共産党とコミンテルンは殆

どすべての非共産主義左翼、特に社会民主主義者を「社会ファシスト」と評して、

敵と見なした。そしてスクリャーロフは矢内原を「社会ファシスト」と評し21、

以下の通り述べた。「著者〔矢内原〕は、いつもどこでも臺湾の植民地的搾取の方

法を支持し、その合理化を論じており、日本の帝国主義を絶対反対していない。

                                                   
19 Yautihara Tadao, Formoza pod vlast'yu yaponskogo imperialisma (Moskva: Sotsekgiz, 1934). 
20 二人の略歴は、ソ連時代に処分された東洋学者人事辞典の中、(Ed.) Vassilkov Ya., 

Sorokina M., Lyudi i sud'by. Biobibliographicheskyi slovar' vostokovedov – zhertv 
politicheskogo terrora v sovetskyi period (1917-1991) (Sankt-Peterburg: Peterburgskoe 
vostokovedenie, 2003), pp. 166-167, 353. 

21 「日本のファシズム及び社会ファシズム」の代表的批判論は、E. Zhukov, O yaponskom 

fashizme i sotsial-fashizme (Sovremennaya Yaponiya. Sbornik pervyi (Moskva: IMHMP, 1934), 
pp. 196-209. 
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そのプロパガンダは日本の勤労者及び植民地の勤労者向けであった。その目的は、

資本主義が利点も欠点もあり、その欠点をやり直すことが可能だ、と信じ込ませ

ることにあった。〔矢内原の〕本論文の理論と結論は、社会ファシストのプロパガ

ンダ方法に基づいている。事実が著者の社会ファシスト的結論に影響を及ぼすこ

とができない」22。 

『帝国主義下の臺湾』は「社会ファシスト的プロパガンダ」だったとしたなら

ば、なぜソ連で出版されたのか？スクリャーロフは「前書き」で、「著者〔矢内原〕

が日本植民地の代表的な通として知られて、多数の研究論文を執筆し、豊かな知

識と情報が知っている」ことを認めた。しかし、「ソビエト読者は、著者〔矢内原〕

の「理論的」結論と断言から鍍金をはがすことが絶対難しくない。著者が本に「理

論」を積み重ねた結果、事実的情報の理解が困難になった。そして、編集者はそ

の長すぎる結論と断言をロシア語翻訳から除いた」、と説明された。編集者は矢内

原の著作を研究論文としてではなく、参考書のみと見なしたので、その文書を自

由に書き直した。 

どこまで書き直したのか？筆者はこの問題を詳細に研究して以下の結論に至っ

た。ロシア語版は原文の第一篇に基づいて第二篇から情報も含めたので、原文か

ら鋏と糊で作ったもので、やはり「にせもの」に近いと言うことができる。 

矢内原著『帝国主義下の臺湾』は現在も大事な資料だが、「書き直された」ロシ

ア語版を利用しないほうがよいということは明白なことである23。 

 

「流血の四十年間」とスターリンの「大粛清」 

 

戦前期のソ連で公刊された日本統治下の臺湾関係論文の最終は、「流血の四十年

間、臺湾 1895～1935 年」であった。著者はペン・ネーム「A・ローゼン」を使用

したタス通信社国際部東洋課長ヤン・ブレーマン（1898～1938 年）、元在日ソ連

通商代表部課長であった。東洋学専門雑誌『太平洋』に収録された論文は、情報

が詳しかったが、評価と結論は、ソ連時代から見ても、特に反日及び非難的なも

                                                   
22 スクリャロフ著「前書き」から全ての引用は、D. Sklyarov, Predislovie (Yautihara Tadao

同上, pp. v-xx. 
23 詳しくは、モロジャコフ・ワシーリー「矢内原忠雄、日本統治時代臺湾とソ連――『帝

国主義下の臺湾』のロシア語翻訳とその歴史を中心して」（『新日本学』第 30 八号（平

成 25 年秋））。 
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のであった24。 

著者は、臺湾史を 17 世紀から概論した結果、ソ連の東洋学及びプロパガンダと

して、初めて臺湾が「世界で歴史が最長の植民地だ」ということを強調した。「そ

れが臺湾独立運動の論議的基礎として利用できる論理だった」、と現在の研究者が

述べている25。 

ローゼンは、日本統治時代の臺湾の 40 年間に及ぶ歴史全体を「残忍な管理の恐

ろしい歴史」であると評している。それ以前のソ連の専門家と分析官は、日本の

植民政策を基本的には批判していたものの、少なくとも臺湾における開発の成果

と技術的進歩を認めていた。 

この論文の内容を一言で述べるとすれば、日本の臺湾政策が「全部だめ」だっ

たと言うことである。日本の統計を引用してもローゼンがいつも特に鋭く摘発的

なコメントをした。日本人官僚及び軍人が臺湾製の阿片を中国に密輸入し、腐敗

堕落した官僚体制に基づいた教育政策は、「無学の故意の奨励」しかない、と著者

は断言した。しかしそうした批判の証明を彼はあまり挙げることはなかった。そ

してローゼンは、一つ目に「臺湾に存在する日本の植民地経営政権が全世界で最

も苛酷」であるとした。その二つ目を、「この状態のため臺湾で反帝国主義的農民

革命の成功の可能性が高い」と述べた。それら両方が明らかに間違であったとい

うことは今日明らかに分っている。 

ローゼンの論文以後、戦終に至るまでソ連で公刊された日本統治下の臺湾関係

文書は 2 点の記事しかなかったらしい26。ソ連共産党、コミンテルン等の内部資

料もまだ発掘されてこなかった。スターリンの「大粛清」の時にソ連の日本学者

は、殆ど全員が「日本のスパイ」として逮捕されて、多数が死刑にされて、多数

が刑務所で服役させられた。以上に引用された論文を執筆したユルケーヴィッテ

ィー、アスターホフ、ワヴィーロフ、ポズドネーエフ、ジューコフ、スクリャー

ロフ、ローゼンなども例外ではなかった。 

 

結論として 

 

                                                   
24 Rozen А., Krovavoe sorokaletiye. Formoza 1895-1935 gg. (Тikhiy okean. 1935), № 3-4. 
25 K.M. Tertitskyi, A.E. Belogurova 同上、p. 234. 
26 Аntiyaponskiye vystupleniya na Formoze (Тikhiy okean. 1938, № 3); Priem koreyskikh i 

formozskikh «dobrovol'tsev» v yaponskuyu armiyu (Тikhiy okean. 1938), № 3. 
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 1920～1930 年代のソ連の東洋学者及び分析官は、臺湾で現地研究の可能性がな

かったために、「セカンド・ハンド」情報しか利用できなかった。新聞・雑誌から

紀要にいたって記事・論文の公刊は、政権の弾圧的コントロールに限らず、その

対外政策とプロパガンダとを一致させた。そうした条件にもかかわらず、収集さ

れた情報がかなり詳しく、分析力の水準が著者によって違ったとはいうものの、

ある側面においては低レベルではなかったと言うことができる。 

 今後の研究課題としては、その著作に対してソ連共産党、政府、コミンテルン

の幹部の反応を分析すること、それと共に内部資料の発掘・調査を続けることで

ある。 

戦後のソ連における臺湾研究も殆ど存在しなかった。植民地としての臺湾の研

究は当面の問題ではないし、蒋介石による中国国民党亡命政権の研究は政治的に

問題になった。ソ連は、中国共産党との闘争時代にあっても「一つの中国」の立

場を積極的に支持していたため、中華民国を存在しないと見なしていた。トーデ

ル著の綿密に研究された『臺湾とその歴史‐‐19 世紀』の単行本としての公刊は、

本当に例外になった、と言うことができる27（２７）。この研究論文は現在も学問

的な価値が高い研究であると、専門家が評している。 
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下の臺湾』のロシア語翻訳とその歴史を中心して」『新日本学』，第 308

号，2013 年秋。 
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蘇聯．共產國際宣傳中對日本殖民地政策的批判： 

以臺灣為中心 

 

 

Molodiakov, Vassili*  

 

論文摘要 

（曾令毅**譯） 

 

 

1920 至 1930 年代間，日本的殖民地成為蘇聯共產黨及共產國際對外政策的焦

點。視日本為帝國主義列強之一的蘇聯政權及其工具共產國際，試圖利用存在於殖

民地的經濟、社會、民族問題，以及當地對本土之不滿。 

由於蘇聯對於日本統治下的臺灣，缺乏直接的情報，政治學者及分析官主要是

從資料檢討、研究臺灣的狀態。以這些情報為基礎的專家們，分析臺灣的經濟、勞

動狀態、日本的殖民政策、民族問題、社會及勞工運動之情勢。儘管直接情報不充

分，蘇聯的專家們對事實仍有相當程度的正確理解。然而，顯而易見的是，在共產

主義的獨裁政權之下，受到意識形態的壓制，他們對日本的臺灣政策採取了激烈的

批判態度，也過度高估臺灣的民族問題重要性、勞工及左派運動的範圍，以及社會

主義革命的可能性。 

 

關鍵詞：蘇聯、共產國際、日本殖民地政策、臺灣 
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