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初期コミンテルンとシベリア･極東

山 内 昭 人

ま え が き

１ ソヴェト・ロシア外交とシベリア・極東

２ 初期コミンテルンの東アジア組織構造の形成

ま え が き

これまで私は、創設されたばかりのコミンテルンとその下部ないし関連組織

による日本社会主義運動との接触、さらには日本共産党創設、極東諸民族大会

代表派遣などの試みを、モスクワを起点に「西回り」と「東回り」とから解明

し、「点と線」ながら全体として結んできた 。まさしく越境するネットワーク

が築かれようとしていた、それこそが社会主義インタナショナルの一つの実体

であったと言えよう。その実体を「面」に広げていく作業が残されているのだ

が、他方、「西回り」と「東回り」とからの運動の末端よりはむしろ大本の側に

焦点を定めた 察もまた不可欠な作業である。「西回り」に関しては別稿を準備

中であり、本稿においては、（旧ソ連文書館史料の公開により初めて本格的追究

が可能となった）「東回り」の運動のコミンテルン本部さらにはその背後に控え

ていたロシア共産党（ボ）中央委員会およびロシア・ソヴェト連邦社会主義共

和国（ ）人民委員会議外務人民委員部の側からの概括的把握がめざされ

る 。

1919年８月５日、共和国革命軍事評議会議長トロツキーは、以下のように全
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般的情況を政治・戦略的に概観した覚書をロシア共産党（ボ）中央委員会へ宛

てて送った 。

ハンガリー・ソヴェト共和国の崩壊およびウクライナ、バルト海沿岸地域で

のソヴェト共和国運動の失敗などは、一方の東方戦線での我々の成功と相俟っ

て、我々の国際的な方向づけを著しく変える必要を生み出させている。すなわ

ち、昨日まで中景にあったそのアジアへの肩入れ（ ）は、

今や前景へと押し出されている。西洋において短期間のうちに実現すると思わ

れた革命的諸事件が失敗し、西洋での革命の準備期間はまだかなりの時間を要

するかもしれなくなったからである。ウラルとシベリアにおけるわが軍事的成

功はソヴェト革命の権威を、抑圧されたアジア全体を通して非常に高いレヴェ

ルにまで高めたはずだ。この要因を活かして、ウラルとトルキスタンのどこか

で革命的アカデミー、アジアの革命の政治・軍事的司令部を創ることに全力を

注ぐことは必須である。それはすぐに第３インタナショナル執行委員会よりは

るかにヨリ実効的だとわかるかもしれない。

この覚書は党中央委員会政治局で正式に検討されなかったけれども、その中

の提案がレーニンの注意を惹いた可能性がある。それ故にであろう、トロツキー

は1919年９月20日に再び党中央委員会へ書簡を送り、「東方において断乎とし

て熱烈な政策へ転換すること」をトルキスタンを念頭に提案した 。

その少し前８月30日のコミンテルン執行委員会（ ）ビューロー会議で

も、東方諸民族の中での活動の重要性と必要性が認められ、宣伝および煽動の

ためのビューローを東方に組織すべきとの提案が、東方部をもつ外務人民委員

部の審議に回されることとなった 。

コミンテルンではなく外務人民委員部であるところに第２章で扱うコミンテ

ルンの東アジア組織構造形成の立ち遅れが垣間見られるのだが、確かにトロツ

キーの覚書には東方、すなわちアジアへの方向転換がよく説明されている。と

同時に、トロツキーの軍事責任者としての重点の置き方に特徴がみられる。実

際、アジアでの革命運動の展開は「政治・軍事的」戦略が優先されたし、少な

くとも「世界革命」を標榜する初期コミンテルンの戦略はそれとの関係なしに
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は展開しえなかった。

とはいえ、東方への肩入れをすぐに実効に移しえないほど、ソヴェト・ロシ

ア政権は繰り返し危機に見舞われた。そのような中、「極東は国内戦の末期にお

いて全ソヴェト地域で最も脅威であった」と R.K.デボーが締め括るほどの困

難を抱えていた 。

第１章では、シベリアおよび極東と関連させて、当時のソヴェト・ロシア外

交の基本方針を、以下に着目しながら概括する。すなわち、シベリアの干渉戦

争下の緩衝国家構想とその実現をめぐるロシア共産党の中央と地方との関係、

および地方同士の関係、とりわけその対立に着目しながら。また、人民委員会

議外務人民委員部の全権委員としてシベリア・極東へ派遣されることになる .

.ヴィレンスキー-シビリャコフによる活動と彼の構想に着目しながら。

第２章ではシベリアおよび極東において外務人民委員部、ロシア共産党（ボ）

中央委員会および の各下部ないし関連組織によって重層かつ複線的に

展開されていた諸活動を、初期コミンテルンの東アジア組織構造の形成という

流れに曲折を経ながら収束されていく過程として概括する。

１ ソヴェト・ロシア外交とシベリア・極東

コルチャーク軍が壊滅した1920年初め、シベリアにおける国内戦の一つの悪

夢は終わった。シベリア革命委員会 には全シベリアのソヴェト化（

）、すなわちソヴェト権力の樹立をめざす勢いがあった。当時、シベリアに

おけるすべてのソヴェト権力は . .スミルノフの手に集中し、彼を通じてソ

ヴェトの極東政策は遂行されていたと言いうるほどであった。彼は1919年８月

から1921年９月にかけてシベリア革命委員会議長を務め、それとともに党シベ

リア・ビューロー（後述）および赤軍第５軍革命軍事評議会をも指導していた 。

それに対してソヴェト・ロシア政権は、ポーランド軍のウクライナ侵攻の危

機に直面して、極東での混乱を回避することに努めた。レーニンのスミルノフ

宛1919年12月15日付電報によれば、「ものすごいエネルギーでもってしなけれ
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ばならない時、東方にあまり突進しすぎるのは犯罪であろう」とまでみなされ

た 。同政権は、 . .クラスノシチョーコフらが提唱する民主主義的緩衝国家

構想を支持し、現地共産主義者たちへその方向で当面の事態収拾をはからせよ

うとしていく。

その錯綜する経過説明が本章の目的と重なるのだが、それを以下の二つの視

点におおよそ分けて行うことにする。すなわち、１）ロシア共産党（ボ）中央

委員会は民主主義的緩衝国家となる極東共和国創建をめざして、まずイルクー

ツク以東の指導のために極東ビューローを創設することになった。同ビュー

ローは、それまで当地を管轄していたシベリア・ビューローとの調整を困難化

し、そのような中、従来からめざされ根強い支持のある現地のソヴェト化の動

きを抑えながら、いかに緩衝国家を実現し、維持し、そして拡大していったの

か。２）外務人民委員部の極東問題全権委員としてシベリア、ウラジヴォストー

クへ派遣されたヴィレンスキーは、いかに活動し、さらにコミンテルンの東ア

ジアにおける先駆的な組織、東アジア書記局をいかに構想し、最初の活動に着

手したか。

１）シベリア・ビューロー、極東ビューロー、極東共和国

ロシア共産党（ボ）中央委員会は1918年12月17日のビューロー会議で、シベ

リアにおける全活動の遂行のために中央委員会の中心部局を組織することを決

定した。それによって党中央委員会シベリア・ビューロー（シブ・ビューロー；

()）がイルクーツクに創設された（本拠地は移動を繰

り返す）。当初のメンバーは、 . .ネイブト、 . .マスレンニコフ、フランツ

（ . .スホヴェルホフ［ . .スィチョフ］；中央委員会は彼が同年10月に非業

の死を遂げたことを知らなかった）、 . .ゴロシチョキン、スミルノフであ

る 。

1919年末（正式には翌年１月５日）にイルクーツクでエスエルとメンシェ

ヴィキを中心に樹立された政治センター（ ; ）は、

短命ながら東シベリアに民主主義的緩衝国家の樹立を構想し、それを推し進め
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ることになる。

1920年１月19日、政治センターの代表団と赤軍第５軍革命軍事評議会、シベ

リア革命委員会の代表がトムスクで交渉し、その協議に（年末に出獄したばか

りで、極東共和国の生みの親となる）クラスノシチョーコフも参加した。年頭

にアメリカ合州国がシベリア撤兵の方針を表明し、いまや日本軍だけが駐屯す

ることになったシベリアにおいて構想されたのが緩衝国家論であった。赤軍は

バイカル湖まで前進し、緩衝国家はザバイカルに樹立されるべき、との条件を

主張したスミルノフらは、西境を後退させ妥協の中間点にとって協定を結ぶこ

とになった。翌１月20日にスミルノフは、交渉結果をレーニンとトロツキーに

電報で報告し、了承を求めた。その中で、のちの展開からも留意すべきは、ス

ミルノフらはその緩衝国家を「純粋に戦略的な理由から有益とみなし」たので

あり、それは「おそらく４週間より以上もつまい」とみていたことである 。

翌１月21日、レーニンとトロツキーはそれぞれ国防会議議長および革命軍事

評議会議長の肩書で「緩衝国の件では諸君の提案を承認する」と打電した 。

けれども、同日、政治センターが打倒された。ソヴェト政権が樹立されるや、

現地の共産党組織内に緩衝国家不要論が台頭してくる。トムスク協定の精神は

葬り去られるのか、それとも東進して生き続けるのか、これから極東共和国成

立まで、また成立後もその問題で苦慮していくモスクワとシベリア・極東の動

向をみていく。

1920年２月半ば頃には、党中央委員会において緩衝国家に関する基本方針が

固まった。２月18日、党中央委員会書記 . .クレスチンスキーがシベリア・

ビューローへ打電した。「中央委員会政治局は無条件に緩衝国家の支持政策に賛

成である。……政治局は無条件にヨリ遠いイルクーツクの軍事およびその他の

力の転換には反対である」と 。同日、革命軍事評議会議長トロツキーもエカ

チェリンベルクからスミルノフへ、日本との軍事衝突が日本軍の増強の口実に

されることを警戒し、バイカル湖以東への軍事的作戦および外交交渉を進める

ために緩衝国家の創造が必要であることを直接伝えた 。モスクワは、脅威と

なりつつあるヨーロッパの情況に対処しようとして、極東でのトラブルを避け
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ながら日本の軍事的準備に抗議し、その準備に西洋列強、とりわけアメリカの

注意を向けさせることによって極東を護ろうとした。

翌２月19日、レーニンはそのトロツキーの判断を支持する電報を、本人およ

びスミルノフへ送った。「シベリアで全員がつぎのスローガンを実行するように

要求する必要がある。『東方へこれ以上一歩も踏みださず、部隊と機関車を西方

のロシアへ急速に移動させるため全力をそそげ』 。

そのレーニンの通知を受ける前、すでに1920年１月23日にクラスノシチョー

コフはザバイカルおよび極東での緩衝共和国建設に関する（外国列強代表との

交渉を含めた）シベリア革命委員会の全権代表にスミルノフ署名で任命され、

それに向けての本格的活動を開始しようとしていた 。けれども、スミルノフ

は２月24日のクラスノシチョーコフも出席した地域の社会主義諸党の合同会

議における報告の中で、次のように強調した 。「緩衝国」の創造の目的はソ

ヴェト・ロシアの息継ぎであり、この臨時の形成は日本への外交的働きかけの

ほかに強力な軍隊をもたなければならない、さもないと日本との戦争は防げな

い、と。

同２月24日、その外交的働きである和平交渉の開始提案が再度モスクワで試

みられた。すなわち、外務人民委員チチェーリンは日本外務省へ覚書を無線電

信で送った（『イズヴェスチャ』1920年２月26日号で公表）。「ソヴェト政府は極

東における日本の特別な経済および商業的利害を、現在ある点では他国の同様

な利害を超えるそれらを十分認める」とまで言い切った 。

1920年３月３日、シベリア・ビューローは党中央委員会の指図を受けて、地

方組織の活動と中央機関の指令との厳密な調整を要請する複雑な情勢を 慮し

て「ザバイカルおよび極東での党活動のためにロシア共産党極東ビューローを

分離する」ことを決定し 、「極東ビューローの活動に関するシベリア・ビュー

ローのテーゼ」を作成した 。スミルノフは党極東ビューローの組織化に関す

る問題で党中央委員会と合意した。それによって、極東ビューロー（ダーリ・

ビューロー； - ()）の創設が決定され、

そしてシベリア・ビューローの指揮の下、目前の極東共和国創建に備え、東方
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シベリア全領域の党およびパルチザン運動の統轄がめざされることになった。

その構成は、日本軍に寸断されて西方（ヴェルフネウジンスク）支部と東方

（ウラジヴォストークを中心とした）支部に分かれ、前者には「バッファー［緩

衝国］」支持者のクラスノシチョーコフがまず入ったが、彼の反対者 . .シリャ

モフと . .ゴンチャロフも入った。ということは、「バッファー」問題への予

めの合意の可能性は排除されていた。後者に任命されたのは、イルクーツクに

やって来ていた党極東委員会議長 . .クシナリョフと同委員会のメンバー .

.ニキフォロフと . .ラゾであった。クシナリョフとニキフォロフは「バッ

ファー」支持だったが、ラゾは動揺し、任命時には極東のソヴェト化に賛成だっ

た 。

クラスノシチョーコフは改めて同３月３日にシベリア・ビューローから、極

東ビューローのメンバーであるとともにザバイカルおよび極東地域での組織お

よび政治的活動を実行する全権が与えられ、別にシベリア革命委員会の方から

も、極東（ザバイカルなどを含む）問題担当全権代表であり、さらに極東の国

家形成に際しての外交代表を委任された 。ここに彼を中心とした緩衝国家形

成のための準備は整えられたと言えよう。

1920年３月28日からプリバイカル勤労者大会が、労働者、農民、ブリヤート

住民らの代表約200名を集めてヴェルフネウジンスクで開会した。中心問題は

緩衝国家の形成についてであり、初日にバイカル地域と極東の範囲内で、バイ

カル、アムール、サハリンおよび東支鉄道の中立地帯を含んで、独立した自治

政府を形成することは好都合で必要であり、住民のあらゆる分子を代表する民

主的政府をこれらの地域のために設置することが決議された 。円滑な議事進

行ではなかったけれども、最終的に４月６日、極東ビューローの提案により大

会は、自らをザバイカル州勤労者代表創立大会と表明し、極東共和国形成に関

する宣言を採択した。アメリカ、イギリス、フランス、日本、イタリア、

および全世界のすべての政府と人民へのアピールとして発せられたその宣言

を、以下抜粋する 。

コルチャークおよびセミョーノフの 称政権を打倒して、ザバイカル州人民
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は選ばれた自分たちの代表を通して決議する：

１）……極東（バイカルから太平洋まで、ザバイカル、アムール、沿海、サ

ハリン、カムチャツカ諸州と東支鉄道立入禁止地帯）は独立の共和国を宣言す

る。

２）極東共和国においてすべての人民の意志の具体化である……民主主義的

政権を樹立する。

３）自分たちの意志を実現するために、大会は自分たちの仲間から臨時政府

を選出する。……

４）……

５）創立大会は、世界の全人民へ彼らの政府を通じて呼びかけ、極東共和国

がすべての国と、とりわけ共和国と直接接し、共和国の領土にそれらの市民が

居住している国と友好関係を確立しようとめざすことを表明する。……

［６名の署名のあと］宣言を伝えながら、我々は緊急の公認を乞う。

住所：ザバイカル政権幹部会。シベリア革命委員会全権（ ）―ク

ラスノシチョーコフ」

そして、クラスノシチョーコフを首班とする連立政府が選出された。

それに対して、モスクワでは1920年４月16日、外務人民委員代理 . .カラハ

ンがイルクーツクの . .ヤンソン（後述）宛に以下のように打電した 。緩衝

国政府を極東に生じた事態からの唯一の出口として我々は認めるつもりだが、

しかし、「バッファー」の出動は、我々がそれを支持し、必要な時その出動を利

用できるよう、我々の承認を得てなされなければならない。東支鉄道の立入禁

止地帯について、中国からの抗議を懸念する。極東の我々の同志たちへ伝えよ、

日本人との関係において極端な慎重さと、干渉停止の不可欠な条件について妥

協の試みを残しておかないこと、すべての問題において予め我々と相談するこ

とを。

容認はするもののなお疑念をぬぐえないのが明瞭である本電報が、末尾に「こ

の電報をクラスノシチョーコフへ通知せよ」とあるように直接送られたのでは

なく、また正式ではなかったことに、クラスノシチョーコフの不満があった。
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そのためクラスノシチョーコフは、1920年５月５日にレーニン宛に（写しは

外務人民委員部、党中央委員会政治局、シベリア革命委員会へ）長文電報を送っ

た。それはまず、「極東 これはロシア革命のアジアへの方向づけ（

）におけるアキレス腱である」と言い切った後、緩衝国家建設が中央、

地方を問わず困難に直面していることを、具体例を挙げながら訴えている。例

えば、外務人民委員部のカラハンには明確な視点がないし、ヴィレンスキーは

公式にはチェコ軍撤退の責任者にすぎないにもかかわらず、ソヴェト・ロシア

のサトラップ［総督］のごとく「緩衝国」領内で交渉を行っている。他方、軍

事評議会のメンバーであ［り、極東ビューローの同僚でもあ］るシリャモフは

原則的な「緩衝国」反対者であり、ゴンチャロフは管理者ではなく、優柔不断

である、などと 。

1920年５月11日、党中央委員会政治局会議でクラスノシチョーコフからの電

報が取り上げられ、それを受けて５月14日のチチェーリンの極東共和国外務人

民委員部［クラスノシチョーコフ］宛電報において、「 政府を代表して

……臨時政府を頭とした民主主義的共和国の出現を承認する」と正式承認に

至った 。

極東共和国政府の活動の組織化における主要な困難は、当初この共和国がさ

らに機能する見通しについてシベリア・ビューローにおいてもシベリア委員会

においても、そして極東ビューローのメンバーの中でも立場の不一致があった

ことである 。現場でのボリシェヴィキ間の意見は割れたままであり、困難な

建国の事業は党としてはシベリア・ビューローと極東ビューローに残された。

さらに後者のウラジヴォストークのメンバーは、彼らの都市が新国家の中心と

なるべきだと えていく。それはヴェルフネウジンスクとウラジヴォストーク

と、どちらを「バッファー」の中心とするかの綱引きであり、極東共和国がヨ

リ東方の沿海州地域などを組み入れて統合をはかるか、それともその逆か、の

模索過程と軌を一にしていた（次節参照） 。

1920年５月23日、シベリア・ビューローはザバイカル州とアムール州のソ

ヴェト化の必要性に関するテーゼ「ロシア共産党極東ビューローの活動につい
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て」を承認し、その中で極東共和国の外政・内政への極東ビューローの責任を

確定した。すなわち、「５．つくりだされた国際情勢によってウスリースク地方

におけるバッファーの形成をありうべきとみなして、シベリア・ビューローは

極東ビューローに、すべての活動をソヴェト権力のザバイカル州およびアムー

ル州への支障ない移行の可能性に関する条件整備の方向へ導くようにすすめ

る。╱６．今後極東における情勢が変わるまで、極東共和国の中央政府である

のはヴェルフネウジンスク政府であり、ウラジヴォストーク政府はその支部で

ある」。

そしてシベリア・ビューローは、極東ビューローのスタッフを更迭すること

を決定し、シリャモフとゴンチャロフはヴェルフネウジンスクから召還される。

極東ビューロー議長に . .ホチムスキー、メンバーにシュミャツキーと . .

ビシァリンが任命された 。

ソヴェト化への方向性といい、極東ビューローのメンバー更迭といい、クラ

スノシチョーコフの同意を得たものではなく、彼は６月29日にヴェルフネウジ

ンスクを発ち、オムスクのシベリア・ビューローに出向き、極東共和国路線の

確認と自らの信任の確保を求めた 。

クラスノシチョーコフは７月４日のシベリア・ビューロー会議に出席し、ソ

ヴェト化をめざす「テーゼ」を批判し、極東全域での民主主義的「バッファー」

の えを擁護した。会議の結果は次のように党中央委員会へ書簡で知らせられ

ることになった。すなわち、シベリア・ビューローはクラスノシチョーコフの

政策が極東共和国において比較的受け入れがたいとの極東ビューローの見解を

共有していること、彼をモスクワの中央委員会へ派遣し自らの えを証明させ

るようにすること、さらに彼をヴェルフネウジンスクに返さないことを 。

モスクワへ向かったクラスノシチョーコフは、極東およびザバイカルにおけ

る軍事・政治情勢に関する自らの情報を党中央委員会へ提出した。党中央委員

会総会の方は、７月17日を経て８月５日に「極東共和国に関するすべての問題

を同志クレスチンスキー、プレオブラジェンスキー、チチェーリンから成る委

員会の審議に移す。委員会の結論は政治局へ提出する」ことを決議した 。
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クラスノシチョーコフの えに沿うかたちで委員会で作成された「極東共和

国に関する小テーゼ」（案）は、８月13日の政治局で承認された。その中で極東

での共産党の政策の基本が以下のように定式化された。１）極東共和国は政権

組織形態に関してはソヴェトではなく、ブルジョワ-民主主義であらねばならな

い。２）「ロシア共産党（ボ）中央委員会は、中央から任命され、党中央委員会

に直接従属する極東ビューローを通じて極東共和国の政治を指導する」。極東共

和国の「内政のすべての重要問題と例外なしにすべての外交問題が……中央と

の同意を得て決定される」のを確実にするため、極東ビューローはシベリア・

ビューローの管轄からはずされ、党中央委員会に直属し、シベリア・ビューロー

と同格の機関とする。３）首都はヴェルフネウジンスクかチタにするのがすす

められ、ウラジヴォストークはシベリアの中央地帯からあまりに離れているし、

実際日本人占領者の手中にあるのでふさわしくない。４）極東共和国人民-革命

軍は、 の革命軍事評議会の指揮下に置かれ、それはソヴェト・ロシア軍

の一つとみなされる 。

なお、シベリア・ビューローが極東での活動を管轄しなくなったけれども、

従来の経緯から党中央委員会は、極東ビューローに送られた指示および逆のも

のすべてを写しでシベリア・ビューローへ通知し続けた 。そこにまた、両

ビューロー間の意思疎通の円滑化をはかる一方で、かつてシベリア・ビューロー

が上位機関であったことの意識が払拭されず、紛糾の収拾を困難化させるもの

があった。

その政治局決議に従い、シベリア・ビューローからの解任要求が斥けられた

クラスノシチョーコフは、９月初めにヴェルフネウジンスクに戻り、極東共和

国閣僚会議の議長および外務大臣の職務を遂行していく。極東ビューローのメ

ンバーには彼のほか . .ズナメンスキー、ホチムスキー、 . .グロスマンが

任命された（シュミャツキーはヴェルフネウジンスクを去り、シベリア革命委

員会メンバーとなる）。彼らはかつての「バッファー」反対者であり、再び「反-

バッファー」活動を活発にしていたが、クラスノシチョーコフにとっては党中

央の信頼と自らの能力が頼みであった 。
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この1920年８月、ポーランドにおける赤軍の勝利が目前に迫り、世界革命の

展望が開かれつつあると信じられた時点においてさえ、ソヴェト・ロシア政権

は日本とのいかなる衝突をも回避することを望み、シベリアはソヴェトの優先

順位の最後にとどまった。翌９月末、ソヴェト-ポーランド戦争敗北直後のモス

クワのスミルノフへの指示も、スミルノフによる現地戦況判断を受けてではあ

るが、今度はポーランドとの平和を優先してシベリア革命委員会による反攻に

釘を刺した 。

そのような中、1920年10月19日、極東共和国の人民革命軍がパルチザン部隊

とともにチタのセミョーノフ軍へ攻勢をかけ、10月22日にチタを解放し、さら

に10月25日に極東共和国政府が首都をチタに移した。それに伴い、極東ビュー

ローもチタへ移った 。そのチタで10月28日から11月11日にかけて極東諸州各

政府の合同会議が開催され、セレンガ川、バイカル湖から太平洋に及ぶ極東領

土を自主独立した共和国と宣言し、各政府の解消と極東共和国への統一および

極東共和国憲法制定会議の召集が決まった 。

他方、西方では、1920年10月から11月にかけてソヴェト・ロシアは西部戦線

でポーランドとの暫定平和条約を締結し（同じくフィンランドとも）、クリミア

半島のウランゲリ軍をもようやく粉砕できた。その情勢の好転を受けて極東で

の緩衝国家不要論に傾き、そしてソヴェト化に賛成する極東ビューローのズナ

メンスキー、 . .トリリッセルらは、クラスノシチョーコフが肺炎で欠席し、

またニキフォロフがモスクワへ出向いていた12月20日のビューロー会議で、８

月に決まった極東政策の再 を党中央委員会に求めることになった。すなわち、

「国内外の変化した一連の情勢の結果、民主主義的緩衝国家をソヴェト方式へ移

行する必要性に関する問題を中央委員会へ提起し、同志ズナメンスキーとトリ

リッセルへ報告書作成を一任すること」および「極東ビューローの決定につい

てシベリア・ビューローへ通知し、その意見を求めること」 を決議し、それ

は12月26日付短信でモスクワへ送られた 。

その決議が通知されたシベリア・ビューローは、それを支持したけれども、

党中央委員会はそうはしなかった。1921年１月４日の党中央委員会総会におい
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て、「極東共和国のソヴェト化は、日本との［停戦に関する］協定に違反しうる

いかなる行動も許されないのと同様に、現時点では無条件に認められない」と

の決議が採択された 。

現時点では」と条件付きに変わってはいたが、ソヴェト・ロシア外交の東方

に関する基本方針は、いましばらく継続されていく。

２）ヴィレンスキー、シベリア・ミッション、東アジア書記局

ヴィレンスキーは、1918年春の干渉・国内戦争によってシベリアのソヴェト

権力の崩壊後モスクワに逃れ、1919年７-８月には人民委員会議のシベリア問

題委員として活動していた 。彼には1919年前半クラスノヤルスクでの［シベ

リア・ソヴェトの］シベリア外務人民委員としての前歴があった 。

ヴィレンスキーは、1919年８月に党中央委員会政治局へ東アジア諸民族の中

での共産主義的活動に関するテーゼを提出し、それは承認された。その実現の

ための指令を受けて、彼は外務人民委員部の極東問題担当の初代全権委員とし

て極東へ向けて発つことになる。その指令は、以下の４つに限定されていた 。

１）極東における我々の全般的政策は、あらゆる可能な手段でもって日本、

アメリカ、中国の利害衝突を促進する意味で、この衝突を計算に入れて立てら

れる。

２）我々の中国、モンゴル、朝鮮の人民への関係は、広汎な大衆を外国資本

の圧迫から解放する意識的な運動の覚醒で終わらなければならない。

３）実際に、我々は東アジアの人民の中での革命的運動を支援しようと努力

しなければならない。さらに、日本、中国、朝鮮の革命的組織との強固な関係

を確立すべきであり、同様に、機関紙、小冊子、ビラの出版でもって煽動活動

を強化すべきである。

４）朝鮮人と中国人のパルチザン形成へ積極的に支援に馳せ参じるのは不

可欠だ」。

本節では、これらのうち１）と３）を中心に便宜的にそれぞれに分けてヴィ

レンスキーの活動を追うかたちで 察を進めていくことになる。なお、３）は
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すでにコミンテルンが創設されており、外務人民委員部の管轄外のようにみえ

ることについて予め付言しておく。後述するように、当時モスクワの東アジア

政策は未整備で複線的に（時には矛盾し合いながら）模索されはじめ、初期外

務人民委員部の活動も、革命運動と一体化していた側面をもっていた。それは

コミンテルン創設前には当然で、一例を以下、東方へのプロパガンダに関する

外務人民委員代理カラハンおよび外務人民委員部東方部長 . .ヴォズネセン

スキーのレーニン宛1919年２月20日付書簡によって紹介する 。

外務人民委員部は、東方の労働者組織の維持、煽動家の派遣および東方での

プロパガンダのために1919年の最初の四半期［１-３月］で20万ルーブリの支給

を提案した。組織も煽動家も中国人および朝鮮人が想定されており、中国北部

および朝鮮への煽動家の帰還に際してはそれぞれ１万ルーブリが、中国南部の

場合は２万ルーブリの割増金の支給が取り決められた。また、外務人民委員部

によって、部分的にプロパガンダ部の財政的援助で中国語、朝鮮語、そして日

本語の小冊子が10冊まで翻訳・刊行され、インドの言語による５小冊子もかつ

てのインド派遣代表によって翻訳されることになっている等々。最後に、提案

された全額が至急支払われることが求められ、それはレーニンによって人民委

員会議へまわされた。

シベリア、極東においてその先陣を切ったのが、1919年末から翌20年２月ま

でに設置されていた外務人民委員部シベリア・ミッション（

; ）であり 、それを担うのがヴィレンスキーとヤ

ンソンであった。

1919年９月から同年末までシベリアで活動したヴィレンスキーは、再び1920

年２月初め、日本との衝突を防ぐ必要性に関する党中央委員会の決定を実行に

移すため シベリアおよび極東外務担当 全権委員 に任命され 、東

方へ向かうことになる。 . .クリュコフは注記なしに、２月14日にイルクーツ

クへ外務人民委員部シベリア・ミッションが到着し、その中にヤンソンとヴィ

レンスキーがいた、と記しているが、同日スミルノフがカラハンへ宛てた電報

で、「イルクーツクに滞在するヤンソンがヴィレンスキーから事務を引き継い
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だ と報告しているように 、ヴィレンスキーの方が一足早く到着していた。

ヴィレンスキーは、シベリアでの全権をヤンソンに引き継ぎ、ウラジヴォス

トークへ向けて発つのだが、その折、のちにトラブルの一因となる証明書が彼

のために発行された。すなわち、1920年２月27日付スミルノフ署名の「ヴィレ

ンスキーはシベリア革命委員会およびロシア共産党（ボ）シベリア・ビューロー

の極東のための政治的代表であ」り、彼に「極東におけるあらゆる国家形成体

との交渉に入る権利が委ねられる」旨の証明書が。また、別の日付なしの証明

書には、その任命はヤンソンらの書記としての一時派遣であり、ヴィレンスキー

の職務遂行のためにあらゆるソヴェト機関が全面的に協力すること、さらに「絶

対的不可侵」つまり外交的特権までも有することが明記されていた 。

ヴィレンスキーは２月28日にイルクーツクを発ち、３月14日にウラジヴォス

トークに到着した。のちにモスクワへ戻ってヴィレンスキーがまとめた「日本

との交渉に関する小報告（1920年）」によると、それは 極東全権代表と

してであり、日本との事前折衝を行うためであり 、その説明は上述の証明書

の内容と重なるのだが、彼に交付された別の全権委任状には、「ミッションはシ

ベリア反動の最終的な清算および条約国間の正常な関係の樹立に関わるすべて

の問題に関して交渉を行う全権を与えられている」とある 。これによって外

務人民委員部シベリア・ミッションによる派遣であることが再確認される。と

同時に、「小報告」によれば、２月12日付の党中央委員会指令により、「日本と

の衝突のための口実を与えないようにすること」という党命も受けていた。中

央の外務人民委員部および党中央委員会、さらにはシベリア革命委員会および

党シベリア・ビューローからそれぞれの委任状を重ねてヴィレンスキーは受け

ていたのであり、後述するように、おそらく彼自身に一因があったであろう「逸

脱」行為も手伝って不都合が生じることになる。

この時期、クラスノシチョーコフがヴェルフネウジンスクで極東共和国の創

建をめざしていた一方、ニキフォロフらの沿海州ゼムストヴォ参事会（臨時政

府）を中心とする極東の統一とソヴェト化の路線が、混沌とした情勢の中で競

合していた 。
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沿海州、アムール州方面ではソヴェト化を求める声が強い中、1920年３月16

日から19日にかけてニコリスク-ウスリースキーで党極東地方協議会が開催さ

れた。そこに極東でのソヴェト・ロシア代表として出席したヴィレンスキーは

３月17日に報告し、「党中央委員会の意見によれば、極東にバッファーが創設さ

れなければならない」と伝えた、と従来引用されてきたが、原文をみると、以

下のように続いていた。「本質的にソヴェトの精神をもつバッファーが創設され

なければならないが、しかし、それはたとえ名ばかりだとしてもいくらか仮面

をかぶらされなければならない」。このような曖昧な発言は、ひと月前にスミル

ノフへ伝えられていた上述の党中央の方針が忠実に繰り返されたとは言いがた

く、「バッファー」への説得力もそがれる。協議会は「極東にソヴェト政権の組

織化を純粋な状態で行うことを不可避と」認め、ソヴェト化を賛成多数で採択

した 。

続いて協議会は、以下の全露ソヴェト中央執行委員会、レーニン、党中央委

員会宛電文を採択した。革命的影響を中国人、朝鮮人、日本人へ与えつつある

極東でのソヴェトの巨大な意義を 慮に入れながら、そして地方のすべての住

民がバッファーへ敵対的な気分であり、ソヴェト権力の樹立を要求する彼らの

意志を 慮しながら、協議会は至る所にソヴェトを形成し、地方のソヴェト人

民委員会議を創設し、 政府へ極東の諸ソヴェトを統一ソヴェト・ロシア

の一部と認め、それらに精神的支えを与えることを要請することを決議した、

と。その上に、協議会は党極東委員会へ至急詳細な指令を与えてくれるように

要請した 。

極東地方委員会がこれを撤回して方針転換するのは、（「チタの栓」を突破して

イルクーツク、さらにモスクワまで赴いていた）クシナリョフの３月28日ウラ

ジヴォストーク帰還を待ってであった。彼は極東での緩衝的な民主主義共和国

の創造に関する党中央委員会と人民委員会議の指令を運んできた。翌３月29日、

党極東委員会会議は即刻自らの立場を見直し、極東のソヴェト化を断念し、沿

海州ゼムストヴォ参事会臨時政府に対して政権を極東全州へ広げることをすす

める決議を採択した。そのソヴェト政権一時棚上げ、臨時政府承認は、４月２
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日から始まった沿海州勤労者大会で賛成多数により採択された。大会は５日に

開催されなくなるのだが、それは４月１日に最後のアメリカ軍がウラジヴォス

トークを離れたあとを襲うように４日夜から州内の日本軍による総攻撃が始

まったからである 。

1920年４月20日、沿海州臨時政府首班エスエルのA. .メドヴェジェフは「臨

時政府の領土はウラジヴォストークからバイカルまで広がらなければならな

い」と表明した。中央からみれば地方優先主義とみられかねないこの表明は、

極東ビューローのウラジヴォストーク支部のメンバーの側から十分に決定的な

反撃を受け取らなかった。それは上記３月29日の党極東委員会会議における決

定の範囲を超えていたとみられるが、席上ヴィレンスキー自身も臨時政府は自

らの政権下にすべての極東を統一しなければならないと表明していた 。ヴィ

レンスキーの立場表明は1920年５月初めにも繰り返され、同月16日には、「極東

にとって最大の勢力をもつウラジヴォストークの情勢を 慮に入れると、当地

はバッファーの中心である」と強調された 。

かかる立場を表明するヴィレンスキーが、日本側要人との非公式会談を重ね

ていき、その交渉内容を報じたヴィレンスキーの電報が、詳細ではないが、極

東ビューローやイルクーツクのヤンソンを介してモスクワへ転送されてい

た 。さらにヴィレンスキーは上記「日本との交渉に関する小報告」をまとめ

ているが、同報告はそれなりの分量であるにもかかわらず肝心の交渉の詳細が

ほとんど記されず、自らの行動を中心とし、かつその成果への過大評価の目立

つ記述であった。それ故に、例えば1920年４月29日に（沿海州臨時政府軍を代

表する）ロシア軍と日本軍との間で暫定的な協定文書が取り交わされ、即時停

戦、非武装地帯などが取り決められ、その合意実現のための具体的条件をつめ

るため「特別な露日委員会が創設される」ことになったのだが 、そのような

交渉の進展に彼が実際どれほど貢献したかは把握しがたい。「小報告」によれば、

ヴィレンスキーは、大井成元浦潮派遣軍司令官と「シベリアにおける日本の高

位軍政治委員 松平恒雄浦潮派遣軍付政務部長との間に意見の不一致をみ、（マ

スコミに報じられた自らの見解に興味を示し、一時帰国して戻ってきた）松平
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を非公式折衝の主たる相手とした。それは、松平が日本政府へ報告し陸軍の一

部も支持していた沿海州臨時政府を中心とした緩衝国家創建案 と、ヴェルフ

ネウジンスク政府への対抗意識を露わにしてウラジヴォストークを新国家の政

治的中心として支持するヴィレンスキーの構想との間に共鳴し合うところが

あったからであろう。

その交渉の進展について言及しておけば、1920年５月11日、大井司令官から

の覚書を受け取ったクラスノシチョーコフは、それを日本軍司令部によるザバ

イカルからの日本軍の撤退条件に関する交渉の極東共和国政府への提案とみな

し、翌５月12日にそれをレーニンへ通知した（この電報はチチェーリン╱カラ

ハン、トロツキー、シベリア革命委員会へも打電された）。と同時に、「あなたが

たに極東共和国への自らの関係を、全般的、とりわけこの問題に関して緊急か

つ公式に明らかにすることを乞う」た 。その「全般的」関係についてが、既

述の５月14日のソヴェト・ロシア政府による公式承認であり、「この問題」に関

しての了承の下、５月24日から極東共和国政府代表（ . .ペトロフ閣僚会議議

長）と日本代表（チタ特務機関長黒沢準大佐）との間でゴンゴタ駅にて停戦交

渉に入っていく（中断を経て、７月15日休戦合意）。

日本軍との停戦交渉が軌道に乗りはじめる一方、緩衝国家建設をめぐるシベ

リア・極東の党内闘争は極東共和国宣言以後かえって激しさを増した。クラス

ノシチョーコフ解任工作をめぐる問題が1920年８月に決着をみたことは上述

した。ここでは、ヴィレンスキーが関与した対立をみていく。

シベリア・ビューローは、地域への日本の干渉を誘発するものとみられるウ

ラジヴォストークのボリシェヴィキの主張に我慢できなくなり、1920年５月20

日にスミルノフは、当地に留まりアメリカおよび日本と独自に交渉している

ヴィレンスキーに対し、次のように伝えるとともに、それをレーニンとカラハ

ンにも伝えた。モスクワの統制なしに交渉すれば極東共和国政府は日本の術中

にはまると警告し、その不履行が私［スミルノフ］が署名したあなたの全権委

任状［上記］を無効にする等々と 。また、同日のシベリア・ビューロー会議

でも審議がなされ、「東方での同志ヴィレンスキーの政策は、ウラジヴォストー
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クから最も速い彼の召還を必要とする」となった 。

1920年５月28日、シベリア・ビューローはヤンソンを通じてクラスノシ

チョーコフとヴィレンスキーへ以下の指令を出した。「日本人と［５月24日ゴン

ゴタで］始められた交渉に関して、シベリア・ビューローおよびシベリア革命

委員会は、彼らによって提案された根本的な えの中に日本人の保護統治下の

緩衝共和国の創建を認める」故に、日本人との交渉は「ソヴェト・ロシアの代

表ホチムスキーの参加をもってヴェルフネウジンスクにおいてのみ」行われな

ければならない、と 。

このような動きに対して、モスクワの結論は、カラハンによって1920年６月

20日付電報でスミルノフへ伝えられた。すなわち、ヴィレンスキーのウラジヴォ

ストークから［当時シベリア・ビューローが置かれていた］オムスクへの即時

召還が要求され、その理由として、情報収集の任務を逸脱し、干渉国との交渉

に非公式に入ることによって緩衝国家構想を傷つけたことが挙げられた 。

1920年６月末、ヴィレンスキーのウラジヴォストークからの召還とそこへの

ホチムスキーの派遣が、シベリア・ビューローによって決定された。ヴィレン

スキーは７月初めにウラジヴォストークを発ち北京経由で帰還することにな

り、ホチムスキーはヴェルフネウジンスクから遠回りのモンゴル経由で９月末

に到着することになる 。

ヴィレンスキーが北京に到着したその７月４日にチチェーリンがレーニンへ

宛てた書簡をみれば、ヴィレンスキーの極東での活動は人民委員会議の方針を

逸脱しているとみなされていた 。すなわち、添付された暗号文の著者ヴィレ

ンスキーはシベリアにおける外務人民委員部の初代全権委員に任命されたが、

新聞雑誌での日本に関する節度のない一連の発言や日本への覚書 送付のあ

と、彼の全権を取り上げざるをえなくなった。彼がこの職務に適任ではないこ

とで同志スミルノフと意見が一致した。しばらくたって我々が驚愕をもって

知ったのは、彼がウラジヴォストークにシベリア革命委員会の全権委員として

現れたことである。いつも彼は 政府の全権委員の名において発言した。

我々は繰り返し彼に、同全権委員の名において発言するのをやめるよう要求し
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たが、彼は我々すべての要求にいかなる注意も払わなかった。

政府の全権委員」の 称は、ヴィレンスキーが現地で使用したとみ

られる名刺で確かめられる。すなわち、大きめの名刺の肩書は「 . . . . .ソ

ヴェト政府の極東全権委員」とあり、外務人民委員部を飛び越えて「中央ソヴェ

ト政府特別代表」（裏面の英文肩書）であるかのように彼は振る舞ったとみられ

る 。シベリア革命委員会の全権委任については、上述のように「政治的代表」

と微妙に表現が異なるものの偽りとは言えないのだが、もしもそれを「中央」

が把握していないとするならば、「中央」が掌握できない「周縁」の複雑な事情

の一端が垣間見られたことになる。それはともかくとして、現地のさらに、例

えばシベリア・ビューローから1920年６月半ばにヴェルフネウジンスクの極東

ビューローへ転任してきた . .シュミャツキーらとヴィレンスキーとの間の

対立などもその問題に絡んでいた。シュミャツキーらは、日本人との妥協のか

どでヴィレンスキーを告発していた 。

モスクワに戻り、ロシア共産党（ボ）第９回大会に出席したヴィレンスキー

は、1920年９月22日に次のように発言した 。「今私は極東の緩衝共和国の形成

に関わる期待に言及する。［党］中央委員会の頑固な確信によれば、バッファー

政策はヴェルフネウジンスクへ結びつけられていなければならなかった……」。

「頑固な」と表現するところに彼のこれまでの主張に固執する思いが込められて

いたであろう。

次に、もう一つの項目についてみていく。

外務人民委員部シベリア・極東全権委員代理 . .ガポンの手になる「東シベ

リアおよび近隣諸国におけるシベリア・ミッションの1920年２月末から５月１

日までの外務活動に関する小覚書」（1920年５月４日付）によれば、シベリア・

ミッションに附属して「東方ビューロー」（ ）を組織することが、

中国人、朝鮮人、モンゴル-ブリヤート人共産主義諸セクション代表との４月24

日の協議の結果決まり、当分中国人、朝鮮人、ブリヤート人から各２名とミッ

ションから１名の計７名からビューローを構成することになった。そして、覚
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書が作成された時点で、同ビューローが組織部と煽動-出版部を備える案でもっ

て活動に着手するところであった 。

ユ・ヒョヂョン（劉孝鐘）は、さらにその時採択された「１．あらゆる手段

によって東方諸民族（日本、中国、朝鮮、モンゴル、チベット）の中での一定

の革命的・民主的および国際主義的・社会主義的風潮の形成を援助し、上記の

諸国において発生したか発生しつつあるしかるべき革命的政党やグループとの

関係を確立する」で始まる活動計画概略を紹介している。が、彼が指摘してい

るように、この段階では、その計画案は「まだ一般的、抽象的なレベルのもの

であり、計画を実行していくには事務局の編成やそのための人材の確保、それ

に予算の確保などさまざまな課題を解決していかねばなら」なかった 。

この「東方ビューロー」とのつながりを明確にしえないもののおそらく無関

係ではなかったであろうが、ヴィレンスキーは1920年５月、増大した活動の指

導のため「コミンテルン東アジア書記局」（ III

）と命名された臨時の共同センターを上海に組織し、自ら臨時ビュー

ロー議長を（ウラジヴォストークにとどまりながら）務めることになった。そ

ののち、すべての活動は同書記局、その中の中国、朝鮮、日本の各セクション

を通じて軌道に乗った（ただし、日本セクションについては計画のほんの一部

しか実行されなかった）という 。

実は、1920年４月末か５月初めに、ロシア共産党（ボ）極東ビューローのウ

ラジヴォストーク支部外国部によって派遣された . .ヴォイチンスキー一行

が上海に到着していた。上記「東アジアの人民の中での革命的運動を支援しよ

うと努力しなければならない。さらに、日本、中国、朝鮮の革命的組織との強

固な関係を確立すべきである」との指令を受けてウラジヴォストークに駐在し

ていたヴィレンスキーが、その中国派遣に関与してなかったとは えがたい。

「コミンテルン東アジア書記局 はヴォイチンスキーの上海到着を前提として

はじめて機能しえたであろう 。

この東アジア書記局に関する記述は、ヴィレンスキーがのちに1920年９月１

日に へ提出した「東アジア人民の中での国外活動に関する短い報告
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（1919年９月から1920年８月までの期間）」（注75）によるものであるが、果たし

て同書記局がコミンテルン本部で認知されていたであろうか。現地に関する中

央の知悉の限界（後述）およびヴィレンスキー独自の活動へのモスクワの不信

を えると、その可能性は低く、組織にコミンテルンの名を冠すること自体、

越権と言いうるであろう。しかしながら、かかるヴィレンスキーの活動実践あ

るいは少なくとも活動案は、コミンテルンによる組織形成に重要な役割を果た

すことになる（後述）。

1920年６月19日、ヴィレンスキーはウラジヴォストークからモスクワへ以下

の全文を打電した 。「モスクワで７月15日に開かれる共産主義インタナショ

ナル［第２回］大会において、ヤコフ・ヤンソン、朴鎮淳、劉［紹周］に全権

が与えられる。現電報が全権委任状になる。No.35 東方-アジア書記局（

- ）。 ［＝ヴィレンスキー］、 ［未詳］

［ 作賓］ 受け取られた電報No.103について打電して下さい」。

３名の代表を派遣するほど、東アジア書記局が に認知されていたとは

えられない。同書記局を代表として３名が大会に出席していないところから

みても明らかである 。ここにも、ヴィレンスキーの越権が認められよう。

オムスクに帰還したヴィレンスキーは、極東諸国の共産主義者の活動に関す

るテーゼをまとめ、それは1920年８月14日にシベリア・ビューローによって承

認された 。そこには、国外活動のために活動家の派遣の継続、ソヴェト・ロ

シアで発行された文献の定期的発送などが挙げられ、そして中国（上海）での

直接的活動のために中国、朝鮮、日本の３セクションから成る組織的中央「コ

ミンテルン東方-アジア書記局」が存在していることが記された。

続く８月16日、ヴィレンスキーはシベリア・ビューローへテーゼ「第３共産

主義インタナショナルの東アジア諸民族への影響」を報告した 。そこでは、

東アジア労働者のための日本帝国主義との闘争が戦勝国に対するコミンテルン

の闘争と深く関わり、東アジアの民族独立のための闘争が階級闘争をもたらし、

そして日本帝国主義の成長が太平洋岸の覇権国家、すなわち日本とアメリカと

の不可避の衝突へ導く、との把握が示され、そしてその衝突を未然に防ぐため
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のコミンテルン東方-アジア書記局の組織的成功への期待でそれは結ばれてい

た。

同日、ヴィレンスキーによる極東政策に関する報告のとりまとめと完成がス

ミルノフに委任され、それがモスクワへの報告案という形で残されている 。

そこには、極東における「世界情勢」から、今後西洋の国際情勢が変化するま

での間、民主主義的緩衝国家の存在は不可欠であるとの容認が示され、その極

東共和国に対する戦術上の理由による の法律上の権利の確保などが記

された後、党の極東の中心は３名から成る党中央委員会極東ビューローとして

組織されなければならず、ビューロー員が極東共和国政権に入ることはできな

いが、同政権の責任ある地位につくすべての共産主義者は極東ビューローへの

報告義務がある、と明記されている。

その明記とも関わりそうだが、報告案は発送にまでは至らず、その末尾には

ヴィレンスキーの署名が残り、彼の見解が反映されたままのようであり、「ウラ

ジヴォストークは緩衝国の中心である」との記述もある。

その半月後の９月１日、モスクワに来ていたヴィレンスキーは「極東に留まっ

ている自分の同僚たちの依頼で」 へ上記「東アジア人民の中での国外活

動に関する短い報告」を提出した。それにヴィレンスキーが添えた同日付書簡

には、東アジアにおける活動のための組織案が示され、その承認が求められて

いた。その案は上記８月14日付テーゼを敷衍したものであり、以下詳しく紹介

しておく 。

（ ）モスクワ（ とロシア共産党中央委員会）に、指導し指針を与える

影響力は残る。

(）東アジア（中国、朝鮮、日本）における直接的な実践活動のために（上

海に）組織的中心、すなわちコミンテルン東アジア書記局が存在し、それは中

国、朝鮮、日本のセクション（各々会議もしくは大会の選出による３ないし５

名）から成る。書記局全体会議が３名構成の事務局を選抜し、それに東アジア

で活動しているロシア共産主義者会議の選出によるロシア人２名が加わる。

(）イルクーツクに、モスクワの指令の伝達と文献、活動家、資金の伝達の
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ために中継所が設けられる。

(）今日まで極東を受けもってきた別々の機関の活動は、コミンテルンもし

くはロシア共産党中央委員会に附属する一つの中心において調整される」。

そして後半には、東アジアの革命的諸民族の援助はもっぱら東アジア書記局

を通じてなされるべきとみなして、「（ ）すべての党組織、主としてシベリア・

ビューローと極東ビューローによって、すべての活動家（東方諸語と英語に通

じたオリエンタリスト-東方学者も）の職務を解き、彼らを東アジア書記局の指

揮下に入らせること」など４項目が掲げられた。

この書簡に加えてさらに、ヴィレンスキーは覚書「上に挙げた目的をかなえ

るために不可欠な実践的諸側面」を添付しており、以下から始まる24項目から

成る全文は . .パク論文で紹介された 。「１．日本へしかるべき革命諸組織

との関係確立とそれらでの活動のためにいく人かの党同志を派遣すること。╱

２．日本においていくつかの非合法および半合法の出版所を組織し、日本語で

の小冊子、檄文、宣伝ビラ、新聞を発行すること。╱３．日本人専門家と一緒

に日本人労働者組織において書面および口頭によるアジテーションを行い、彼

らの中に共産主義細胞を創ること。╱……」

パクによる総括は、こうである。この［東アジア］書記局臨時ビューロー議

長のポストで書かれた覚書のその後の運命は知られていない、がしかし確信を

もって言えるのは、東アジア書記局とその臨時ビューロー議長の活動がイル

クーツクで1921年初めに創設されることになる極東書記局（後述）の活動のた

めのしかるべき環境を用意したことである、と 。それほどの先駆的な役割は

確かに評価されるであろうが、もちろん、もう一つの側、すなわちシベリア・

ビューローと東方民族セクション（後述）からの働きかけや上述した運動の各

陣営間の相互関係および地方と中央との関係をも視野に入れて最終的な評価が

下される必要があろう。
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２ 初期コミンテルンの東アジア組織構造の形成

実は、ロシア共産党（ボ）、外務人民委員部、コミンテルンは、東方へ三つ巴

の関係を築いていった。その関係は、樹立したばかりのソヴェト・ロシア政権

の組織的未整備に加えて干渉および国内戦争の混乱のさなか、それぞれの方針

と実践から時と所によって共同し、あるいは対立・矛盾し合いながら複線的に

模索された。その一端を前章でみてきたことにもなるのだが、ここでは最初に、

その実態を最も顕著に示しているであろう一例をみておこう。

1920年12月21日、ロシア共産党（ボ）中央委員会シベリア・ビューロー附属

東方民族セクション（後述）副議長 . .ブロンシチェインと同中国部長 . .

アブラムソンがモスクワ滞在中に へ「東方民族セクションの組織化と活

動について」報告した 。以下が、その要点である。

東方民族セクションの活動における障害が二つあった。一つは、極東ビュー

ローとの相互関係の不規則性である。セクションのためのあらゆる郵便、報告、

通報、新聞がヴェルフネウジンスクで差し止められ、使者や代表が往来できな

い。クラスノシチョーコフの手先、朴鎮淳の協力者である朴愛［「上海派」］は、

セクションと朝鮮人共産主義諸組織中央委員会［「イルクーツク派」］への絶え

ざる反対キャンペーンを行い、やって来る朝鮮代表にイルクーツク行を思いと

どまらせている。

もう一つは、資金の欠乏である。今日に至るまでセクションは、中央機関か

らいかなる通貨も受け取っていない。シベリア・ビューローから貴重品（ダイ

ヤ）を受け取った。それは東方での換金のために送られ、10万ドルを約束して

いるのだが、しかし最初の換金はあまりに多くの時間がかかり、２回目の換金

は今に至るまで実現していない。

次いで、様々な組織活動における統一、調整、および相互知悉の欠如である。

コミンテルン、党中央委員会、外務人民委員部、極東ビューローは独自の任務

をもって各活動家を派遣しているが、それは全体的計画も当地の状況について

の問い合わせもなしにである。例えば、コミンテルンは朴鎮淳を中国に派遣し、
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彼は上海で韓人社会党の大会を招集しようとしているが、当地の朝鮮人大衆の

力は弱く、大会は朴が個人的に知るインテリの選別以外にはならないだろう。

その間、東方民族セクションは朝鮮人大衆とヨリしっかりした関係をもってお

り、朴よりもヨリ信頼できる活動家をもっている。さらにコミンテルンは、十

分な政治的素養のない劉紹周（沢栄）を信用し、中国に派遣している。外務人

民委員部も、セクションの助力に頼ると同時に、時折セクションの活動との調

整なしに巧みに革命-政治的活動を行っている。例えば、同委員部によってセク

ションを素通りして朴へ韓人社会党のために400万ルーブリが渡された。モン

ゴル代表団にもモスクワに赴いた結果、外務人民委員部より大量の銀や貴重品

が渡され、それは .リンチノ［1920年夏、ソヴェト・ロシアに支援を求めモン

ゴル人革命家代表団の通訳としてモスクワへ赴いた］の個人的処理に委ねられ

た。それによってセクションのモンゴル-チベット部は、組織的にはまだ形を整

えていないモンゴル人民-革命党の活動を統制する可能性を失っている。党中央

委員会も東方に中国人共産主義諸組織中央ビューロー［の構成員］を派遣して

いるが、それは党員としての未熟と政治的未訓練を表している。結局、党中央

委員会はセクションの性格と意義を 慮せず、セクションを緩衝国［極東共和

国］へ移そうと試みた。そのことはセクションの組織と活動の崩壊を意味する

であろう。

最後に、コミンテルンとの直接的関係の欠如である。シベリア・ビューロー

附属下のセクションの存在は、その活動にはなはだ破滅的な影響を及ぼす。シ

ベリア・ビューローはシベリア内の行政および党活動に追われた地方規模の機

関であって、国外活動に十分な注意と指導力を割く可能性は実際にはない。か

かる事情がセクションにもシベリア・ビューローにも、コミンテルン書記局に

おけるセクションの再組織化の問題をコミンテルンに提起することを余儀なく

させている。

ここに組織を一本化した「コミンテルンの一ビューローの創設」が強く求め

られたのであり、それは翌月、1921年１月のコミンテルン執行委員会極東書記

局（ ）の創設でひとまず果たされる。以下
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では、上記三つ巴の関係に着目しながら、本題である初期コミンテルンの東ア

ジア関係の組織構造の形成を、その極東書記局創設に至るまで概括していく。

1919年３月26日に始まる 会議の議事録をみていくと、半年以上もの

間、東アジア関係が議題にのぼることはなかった。

ようやく1919年12月１日の ビューロー会議の第６議題に「東方問題に

ついて がのぼり、以下が決定された。特別協議会を劉紹周（中国）、ハイダル・

ハーン（ペルシア）、 .ナリマノフ（アゼルバイジャン）、 . .サファロフらを

招待して開催することと、そこへ東方諸民族への全般的アピール草案および中

国、日本、朝鮮、インド、トルコ、ペルシア諸民族への個別のアピール草案を

提出することを外務人民委員代理カラハンへ委任すること 。

それは12月11日の ビューロー会議で実現し、上記のほか朴鎮淳（朝鮮）

らが招待されたのだが、その招待は東方諸民族に向けてのコミンテルンの呼び

かけを準備する担当者を決めるという作業が予定されていたからであった。第

４議題「アピールとメッセージに関して」で、朴には朝鮮人に向けてのアピー

ルに加えて、外務人民委員部東方部長ヴォズネセンスキーとともに日本人に向

けてのアピールの、そして劉には中国人に向けてのアピールの原案作成がそれ

ぞれ委任された 。

続く第５議題「 の部の構成に関して」で、「 に附属して東方部と

アメリカ部を形成する」ことが決定され、ここにアジアを統轄する中央機関と

して東方部（ ）が . .パブロヴィチを部長にしてモス

クワに設立されることになった。

なお、アメリカ部については未詳だが、そのような構想に至る背景説明とし

ては、アメリカ軍も出兵していたシベリア・極東を通じてのアメリカ共産主義

者との接触の重要性が えられるであろう。すなわち、すでに1919年３月20-21

日に開催された第２回全シベリア共産主義者協議会は、「極東およびアメリカの

共産主義者との接触を確立し、彼らへの情報送付と彼らからの情報受理を組織

し、名を挙げられた国々［アメリカ、日本、中国など］での口頭および文書に
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よる煽動を組織することが期待されるところのシベリア州委員会の情報-煽動

ビューローを極東に組織する」を決定していた（その接触の一部は在米片山潜

が担うことになる） 。

このコミンテルン本部管轄下の東方部は、全露ソヴェト中央執行委員会附属

のプロパガンダ・ビューローやセクションと、シベリア・ビューローやトルキ

スタンの「トゥルク・ビューロー」のようなロシア共産党（ボ）中央委員会の

地方ビューローとの仕事を合体させていくことになる 。

1920年８月６日、ロシア共産党（ボ）中央委員会政治局会議は第４議題「第

３インタナショナル執行委員会外国ビューローに関する問題」で、以下の決議

を採択した 。［３カ月前にアムステルダム・サブビューローを解散したよう

に］「すべてのビューローは廃止する。もっぱら技術的な目的のために単独で行

う個人的なエイジェントだけを許可する」。二日後の 決議により、「第３

インタナショナルの利害は、執行委員会と並んで政治的任務をもった他のいか

なるビューローも存在しないように要求する」ことになり、「この決議に従って、

西欧ビューローおよび他のすべての小ビューローは解散され」、国内外の補助

ビューローはひとまず姿を消す 。

早速８月７日、コミンテルン第２回大会後最初の 会議において、その

個人的なエイジェントとして極東では韓人社会党の朴鎮淳が、またジャワでは

H.マーリン［H.J.F.M.スネーフリート］が メンバー（ただし、後者は

審議権のみの）であることが確認された 。

コミンテルン第２回と３回大会の間の期間、 は最も重要な国々に、共

産党との関係や の具体的な決議の実現のために信任された個人（代表）

を指名した。彼らはまた、コミンテルンの出版などの組織的活動の責任も負う

ことになるのだが、翌８月８日、 小ビューローは、片山潜をメキシコの、

スネーフリートを上海の、そしてサファロフ、 . .ソコリニコフ、M.N.ロイ

をタシケント（東方諸国における活動のため）の代表（原文では、代理人）に

それぞれ指名した 。

なお、 在外エイジェントに指名されたスネーフリートの上海行につい
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て言及しておくと、彼は1921年４月８日にベルリンを発ち、ヴェニスから出航

し、海路６月３日に上海へ上陸した。後にスネーフリートがモスクワに戻って

のために草した1922年７月11日付報告によれば、目的は「極東の様々な

国の運動を学び、それと接触し、そして極東においてコミンテルンのための一

ビューローを創設することが望ましく、かつ可能かどうかを調べるため」であ

り、「アメリカとは毎週接触があり、日本には５日で行くことができ、フィリピ

ンには６ないし７日、シンガポールには10日、ジャワには14日かかる。組織的

には私はイルクーツクの［極東］書記局と結びついていなかった。書記局の全

権は中国、朝鮮、日本に限定されていた。私にとっては、それに加えてなおフィ

リピン、インドシナ、蘭領インドがあった」 。

事の発端は、コミンテルン第２回大会に出席した中国、蘭領インド、朝鮮の

各代表である劉紹周、マーリン、朴鎮淳が1920年７月25日に大会へ出した提案

であり、その中で、極東での共産主義思想の宣伝、大衆運動とくに革命的・社

会主義的運動の指導、および行動の集中とその への結びつけのために、

上海に極東の一ビューローを即刻設立する必要が説かれていた 。

ここではスネーフリートの活動について追跡しないが、上述のヴィレンス

キーによる東アジア書記局とは別の、また後述する極東書記局とも別のルート

が、コミンテルン内で開拓されつつあったことになる。

舞台をシベリアに戻して、1920年７月22日、シベリア・ビューローによって

東方諸民族での党活動の責任の重い任務を委ねられたゴンチャロフがスミルノ

フに問い合わせた内容をみると、以下のことがわかる 。［1920年半ばイルクー

ツクでは、ソヴェト・ロシアとシベリアに住む朝鮮人および中国人共産主義者

の結集・統合の作業が始まる中で］朝鮮-中国セクションの配属が、シベリア・

ビューローかそれとも極東ビューローか不明確になっていた。インタナショナ

ル［＝ ］、外務人民委員部、シベリア・ビューロー、極東ビューローによっ

て派遣されたすべての党活動家を、一つの機関に向かわせることが不可欠な情

況に立ち至っていた。そのために「第３インタナショナル東方ビューロー」の
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名称が えられ、それはシベリア・ビューロー管轄下にあるものと構想された。

そしてゴンチャロフは、インタナショナルの名で活動する全権委任状を待望し

た。

コミンテルンの下部組織でありながら、シベリア・ビューロー管轄下にある

ものと構想されること自体、矛盾を孕んでいたと言わざるをえないが、当時の

情況下ではそれは矛盾とは感じられなかったであろう。その構想はまずは東方

民族セクションの創設というかたちで実現するのだが、しかし、それはコミン

テルンの下部組織としての一本化では未だなかった。すなわち、党中央委員会

の枠内で東方諸民族の代表を集める仕事が進み、1920年７月半ば、ロシア共産

党（ボ）中央委員会シベリア・ビューローに附属して東方民族セクション（東

方人民部； ();

）がイルクーツクに創設されることになった 。

党の枠内でのいわゆるインタナショナリストの糾合は、党中央委員会附属の

外国人共産主義者グループ連盟による実績が知られており 、実際シベリアに

おいては1920年１月18日、シベリア・ビューロー附属の外国人共産主義者地方

セクション創設を機に進展した。同年春、夏には15の民族別地方セクションが

活動し、その中に中国-朝鮮人（全シベリア）セクションもあった。イルクーツ

クでは、当地に住む中国人および朝鮮人共産主義者の結集・統合の作業が始ま

り、ソヴェト・ロシアおよびシベリアの朝鮮人共産主義諸組織大会が呼びかけ

られ、それは７月12日に開会し、「第１回全露朝鮮人共産主義諸組織大会」と称

した。が、朝鮮共産党創立大会とはならず、朝鮮人共産主義諸組織中央委員会

の創設だけが実現した。その大会準備はシベリア・ミッション、シベリア・ビュー

ローなどの支援下で行われ、シベリア・ビューローによって大会実現のために

. .ブルトマンと . .ゲルシェヴィチが派遣された。作業の拡大に伴い、統

合・指導機関の創設の必要性が高まり、ここに東方民族セクションが創設され

るに至った 。

劉孝鐘が指摘しているように、東方民族セクションは組織的にはシベリア・

ビューロー附属であったが、そのメンバー構成は、シベリア・ビューローから
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だけでなく、極東ビューロー、外務人民委員部など複数の機関に所属する人々

から成っており、連合組織としての性格を帯びていた。かかる情況は、各機関、

とりわけシベリア・ビューローと極東ビューローとの間の極東政策の進め方を

めぐる相異なる思惑や意見が同セクションの活動にそのまま持ち込まれやすい

構造をつくり、セクション創設後も半年間にわたり、両ビューローが互いにセ

クションを自らの管轄下に置くことを試み、対立し続けることになる 。

残された議事録をみると、1920年７月24日の第１回会議で、東方諸民族間で

の活動のためロシア共産党の部門を組織化することについて確認し、７月27日

の第１回（第２回と手書きで直されているが、次回が第２回となっており、内

容的にも初回とみなしうる）では、名称（

. . . . .）についてのシベリア・ビューローによる前日の承

認電報が伝わり、メンバーは以下の３名が確定した。シベリア・ビューローの

東方活動全権委員としてゴンチャロフ、セクション議長としてブルトマン、そ

して副議長としてガポン 。さらに９月末に、極東ビューロー書記でありロシ

ア共産党ザバイカル州ビューロー議長でもあったブロンシチェインが、セク

ション幹部会書記兼情報部長および一時副議長として加えられる 。

セクション幹部会で常時活動していたのは、ブルトマンとブロンシチェイン

であるが、前者は1921年初めに事故死する。ゴンチャロフはシベリア総司令補

佐部コミサールとしてオムスクを出ず、またガポンは外務人民委員部シベリ

ア・極東全権委員代理としてシベリア・ミッションでの自らの常勤の仕事があっ

た 。けれども、職務内容が重なりうるガポンの役割は重要で、彼はブルトマ

ン死去後、セクションの議長を務めることにもなる。

翌８月活動が開始された当初から民族別のサブ・セクション（ ）で

ある中国部と朝鮮部が、少し遅れてモンゴル-チベット部が、それぞれ組織され

た。それは「朝鮮、中国、その他東方の共産主義諸党の最終的形成まで」との

意識をもってであった 。ただし、日本部は日本語に通じた活動家が不在のた

め1920年末まで組織されなかった。
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コミンテルン本部の方では、1920年９月26日の小ビューロー会議を経て翌９

月27日の執行委員会会議において「極東での活動」が審議され、極東でスミル

ノフの指導下で活動する朴鎮淳、劉紹周、吉原太郎から成る使節団が派遣され

ることが決まった。が、その目的はイルクーツクで極東諸民族大会を開催する

準備のためだった。その上、劉の適格性が朴を含めて出席者からかなり批判的

に取り上げられ、「同志劉はまだ我々の信頼を失っていない」とのジノヴィエフ

の発言のあとですら問題はなおくすぶるほどであった 。

その吉原が1920年11月初め頃、コミンテルン本部から一足早くシベリアへ派

遣されてきた。その時、新たな任務が吉原に課されていた。すなわち、イルクー

ツクに来ていたゴンチャロフのブルトマン宛1920年11月20日付文書によれば、

コミンテルンは再組織化［すなわち、東方民族セクションの 管轄下での

再編］を検討し、その詳細を吉原が伝達した。そして彼のほか、チェルヴォン

ヌイ（シュミャツキー）からヨリ多くの資金をセクションは受け取ることになっ

た 。シュミャツキーは の極東への全権を委任され、セクションの再組

織化の準備をまかされることになる（後述）。

吉原は早速11月７日にスミルノフと計画を練り、そのスミルノフと太郎の署

名のある、シベリア・ビューローによるコミンテルン独自の書記局および同附

属日本セクションの組織化計画によれば、シベリア・ビューローのイニシャティ

ヴで、コミンテルンは極東諸民族内での活動を直接指揮下におくため、イルクー

ツクからヴェルフネウジンスクへ移って独自の書記局を組織することを決定し

た 。

1920年11月13日、スミルノフはジノヴィエフ（ 議長）宛書簡で、極東

におけるコミンテルンの方針に沿ってのシベリア・ビューローの活動について

報告した 。その中で、極東のためのコミンテルン書記局（チタ）の構成員に

以下の11名を据えることが提案された。すなわち、⑴吉原、⑵劉紹周、⑶朴鎮

淳、⑷ .ボドー（すでにセクションで活動中）、⑸ズナメンスキー（極東ビュー

ロー代表）、⑹李 （セクション朝鮮部長）、⑺ . .ボリソフ（セクション・モ

ンゴル部長）、⑻アブラムソン（セクション中国部長）（日本部は吉原が指導する
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であろう）、⑼国際労働組合評議会［プロフィンテルンの前身］代表（それに関

しては . .トムスキーと話をまとめよ）、 シベリア・ビューローのセクショ

ン代表（ズナメンスキーの代理としてブルトマン）、 外務人民委員部代表ガポ

ン。これらが総会を構成し、この中から実務担当はブルトマン、李、吉原、ア

ブラムソン、ボリソフとし、もし正式の権利をもった幹部会が必要ならば、

ズナメンスキー、朴、劉、吉原、ブルトマンから構成しうる、と。

ただし、本報告に先だつ10月27日の東方民族セクション幹部会会議では、同

じ11名構成でもヨリ単純な以下の案を提案することとしていた。４民族［部］

から代表２名ずつと 代表３名、すなわち朝鮮から李と朴、中国からアブ

ラムソンと劉、モンゴルからボリソフとボドー、日本からは当面吉原だけ、そ

して後者の代表としてブルトマン、ガポン、ブロンシチェイン 。

そのコミンテルン本部へ報告された書記局案は、12月４日にシベリア・

ビューローによってロシア共産党（ボ）中央委員会へ以下の組織計画案として

報告された 。その計画案を記す前に、再組織化をめぐりシベリア・ビュー

ローと極東ビューローとで綱引きがあったことから書き出された、その問題に

ついてみておく。

本報告によると、極東ビューローの自立化（＝党中央委員会直属）、とくに東

方民族セクションの極東ビューローへの一時的移管以来、極東における活動に

関する情報が全く中断し、シベリア・ビューローは偶然の情報しか得られてい

ない。さらに、極東ビューローには、中国、朝鮮での活動のためにシベリア・

ビューローから渡された貴金属が留め置かれており、こちら側には資金がなく、

詳細な情報もない、と。

そのような中、吉原、続いて劉と朴によってシベリア・ビューローへ、コミ

ンテルン本部からの詳細な指示および活動案と組織構想が与えられ、そして練

られたのが、以下の組織計画案である。

イルクーツク（あるいは、極東ビューローの指示では、チタ）に極東のすべ

ての実際的活動を指揮する書記局を置く。それは（吉原、劉、朴の自国へ向け

ての出発以降は）ズナメンスキー（極東ビューロー代表）、ブルトマン（東方民
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族セクション代表）、李 （朝鮮人共産主義諸組織中央委員会代表）から構成す

る。日本部は、吉原の出発時に . .クラルク（グレイ）を後任にする。中国部

は（中国語に堪能な）アブラムソンが担当する。モンゴル部は（国も言語も知っ

ており、完全に共産主義者ではないにしてもソヴェト国家へは全く献身的な）

ボリソフが。そしてボドーが書記局でモンゴルと人民-革命党を代表する。

書記局は国別に、よく組織された接触・情報機関と印刷部門をもった部（セ

クション）をもつ。各部は（非常に短期間の）党-ソヴェト学校を開き、コミン

テルン第２回大会のテーゼの精神に沿って討論形式で教育を行う。朝鮮部と中

国部は完全に編成された大隊（第５軍配下）をもち、武装闘争時に自国での部

隊を指揮する幹部要員を養成する、と。

かくして、東方民族セクションが極東ビューローへ一時移管されたことの巻

き返しを図るシベリア・ビューローが、党中央へクレームとともに再組織化を

要望した。それを受けてコミンテルン本部の指示があり、それをもとにシベリ

ア・ビューローのイニシャティヴによる再組織化が始まった。残るは、極東

ビューローからの応答であり、コミンテルンの極東における全権委員となる

シュミャツキーの対応であった。

それに関して、極東ビューローはシベリア・ビューローへ1921年１月５日付

電報で、新部局のシベリア・ビューローへの配属に関する決定の見直しを要請

した。その理由として、極東［すなわち極東共和国］の政策およびその国境に

おける中国人、朝鮮人、日本人の相当数の居住区の存在が、極東ビューローに

彼らの中への組織的-政治的活動を強いていることが挙げられた 。

また、ブルトマン（チタ）からゴンチャロフ（オムスク）へ発された1920年

12月11日受信の電報（写しがスミルノフへも送られた）にあった「イルクーツ

クにおける吉原太郎の引き留めと上海における非合法の反日活動計画」によれ

ば、技術的中心は無条件にイルクーツクに残されねばならないが、第二の中心

として上海が必然的に東方民族セクションを極東ビューローと結びつけるもの

とみなされた。そして、東方活動のためのシュミャツキーの転任の可能性につ

いては、彼に活動の直接的指導を一任する、すなわち書記局の議長を務めさせ
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ることが非常に重要だとみなされた 。

結局、極東ビューローの要請自体は受け入れられなかったものの、後述のよ

うに、外国人居住者への活動については認められ、また、シュミャツキーは新

書記局を担うことになった。

1921年２月12日、 全権委員［シュミャツキー］の指令第１号は、次の

ように表明した。「１月15日 ［小ビューロー会議］の決議と１月５日のロ

シア共産党中央委員会の決議に従って、イルクーツクに書記局の形で極東にコ

ミンテルンの代表部を確立する」 。その１月15日の 小ビューロー会議

において、シュミャツキーがコミンテルン極東代表に任命され、彼に東方民族

セクションの再組織化が委任されていた 。

ここに、整理された東方民族セクションと外務人民委員部シベリア・ミッショ

ンの活動家の多くは、 極東書記局の機構に入っていく 。それに関連し

て、極東書記局（コミンテルン全権委員シュミャツキー署名）によって最初に

出された指令第１号（1921年２月15日付）を訳出しておく 。

「１． の本年１月15日付決定およびロシア共産党中央委員会の本年１

月５日付決定に従って、イルクーツクに極東でのコミンテルンの代表部が書記

局の形で創設される。すなわち、東方民族セクションは機関としては解散し、

同セクションとしての職員と財貨は、外務人民委員部の本年１月11日付指令に

よって解散されたシベリア・ミッションと同様に、いわゆる書記局に移る。

２．同志ガポン は、極東でのコミンテルン全権委員代理に任命される。

３．同志 . .ボドリツキーは書記局書記に任命される。

４．トロイツコサフスクにおけるシベリア・ミッション代表部は解散し、

同志マクステネクは今後別に指令があるまで関係を保つ地位にとどまりなが

ら、書記局の管轄下に移る」。

同じく２月15日にシュミャツキーが、次のようにシベリア・ビューローへ打

電した 。極東書記局は、極東諸民族への革命的活動の指導を自らの目的にす

え、国外活動の枠内にとどまることを不可欠とみなし、シベリアおよび極東共

和国の範囲で極東諸国からの移住民の中への活動をロシア共産党の地方組織に
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委ねる、と。

コミンテルンの東方政策はやがては 東方部に統括されていくのだが、

その第一歩は、ロシア共産党附属で、付随的に外務人民委員部の下で、当初実

現した諸構造の統合・一本化をめざしてそれらをコミンテルン管轄下に移すこ

とであった。このように組織の一本化と活動の限定・集中化をはかりながらス

タートを切った極東書記局は、なお困難を抱えていく。

実際、スミルノフが当時評価したことだが、極東ビューローが東方民族セク

ションの活動を指導していたのが、シュミャツキーの任命によって新たな事態

を迎えた 。シュミャツキー率いる極東書記局は、一方ではクラスノシチョー

コフ、極東ビューローと 、他方では朴鎮淳ら「上海派」と のそれぞれの

対立を引きずった。一年後に極東書記局が活動停止・改組に至る経過説明は、

稿を改めてのことになる。
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