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とアラブ連合との友好協力と両
国人民の伝統的な友宜をいっそ

エズ運河の主権をまもり通した

をさまたげるような先決条件を

リ・サブリ議長が迎賓館に赴く

なると挨拶した︒周総理とア

と世界平和を促進する助けにも

アヲア・アフリカ各国悶の団結

主義に反対するアジア・アフリ

べ︑同時にまた中国人民は帝国

百ましい勝利をおさめたとの

地主義にたいするたたかいでめ

民が民族独立のため︑新旧植民

年らい︑アラブ︑アフリカの人

国政府は国境情勢を悪化させ︑

つづき保持されるであろう︒中

態と相互の非接触状態は︑引き

をしなければ︑現存する停戦状

に新しい軍事的挑発と武装侵入

がなくても︑もし印度側がさら

談判の席上に戻乃うとする決意

出来る︒たとえ︑印度側がまピ

んにこういうことをいう乙とが

提出している︒わたくしは皆さ

途上には︑数多くの人びとが街

カ人民と固く団結市て最後の勝

周総理はさらにつづけて︑近

英雄的行為をも団組した︒

道の両側に立ちならび︑三角の

利をおさめるまで最上の力をつ

う深めるばかりでなく︑また︑

ちを迎えた︒

小旗と花束をふりながら国資た

よびその他の政府指導者たちと

ケジ
@1 ルの中にも︑周総理お

アリ・サブリ議長は多忙なス

た四つの隣国との境界問題を円

総理は︑中国は歴史的に残され

中・印国境問題に関して︑周

として反対する︒なぜならば︑

外国からのどんな干渉にも断固

は︑中・印国境紛争にたいする

周恩来総理および中国駐在の
外交使節たちはアラブ連合の貴

談話をかわした︒宋問医齢中華人

氏

サプ ηノ議長を

τ

京

アリ・サブリHアラフ連合閣

で中国を友好訪問︑四月二十一

には中国とアラブ連合両国の国

賓たちを飛行場で迎え︑飛行場

民共和国副主席もアリ・サフリ

乙れはアジア・アフリカの団結

どのような干渉であろうとも︑

僚会議議長は周恩来総理の招き

日首都北京K 到着︑わきあがる

旗や色とりどりの旗が翻ってい

満に解決したとのベ︑つ宮のよ

を破壊し︑紛争の平和的解決を

をも絶対にとらない︒われわれ

熱烈な歓迎をうけた︒その随員

た︒アリ・サブリ議長一行が飛
議長一行を迎え︑かれらと親し
うに諮った︒﹁中・印国境問題

求める途上において︑さらに障

直接談判に不利な如何なる行動

外交部アジア局長兼全権公使
行機から降りたとき︑数千にの
く会談した︒四月二十二日夜︑
が︑まだ未解決のままに残され

くしてたたかうであろうと言明

ハリファ・モスタファ氏
ぼる北京市民は中国色ゆたかな
貴賓たちは周総理と中国政府の

した︒

外交部調査局長
歓迎式典を挙行︑ド弓と大鼓の

はつ udの通り︒

スタファ・モルタギ氏

害を加える乙とになるからであ

和的解決と中・印人民聞におけ

ている責任は全く中国側にはな

解決しようとする立場を絶えず

っている︒中国政府と中国人民

る友宜K たいしては︑確信をも

他の指導者たちに伴砂われて文

堅持しており︑そのために出来

賎う音の中広﹁中国とアラブ連

る限りの忍耐と譲歩をし︑最上
のこの立場と確信は︑決して変

閣僚会議議長事務室主任

演を観賞した︒周総理の設けた

の努力をつくしてきた︒コロン
わることはないであろう﹂と︒

る︒中国政府は中・印国境の平

平和万歳f﹂などの歓呼の声が

大会にも出席した︒宴会の席上

宴会および人民大会堂での群衆

ポ会議以後︑中国政府は積極

い︒周知のように︑中国政府

たからかに響

的にその提案に応じ︑さらに主

り︑アラブ連合政府は中国が国

合との伝統的な友立について語

は︑中・印国境問題を平和的に

きわにった︒
で周総理は中国政府と中国人民

動的にも一連の重要な措置をと

連での合法的権利を回復するよ

化部と中・ア友好協会共同主催

周恩来総理

にかれらを歓迎した︒周総理は

を代表して重ねて郷重かつ熱烈

り︑中・印国境情勢を緩和し︑

アフリカ団結万歳 1﹂︑﹁世界

は︑その微迎

帝国主義と植民地主義にたいす

中印直接談判のための条件をつ

うたえず支持したととにたいし

合の友好万歳?﹂︑﹁アジアと

式典でアリ・

る闘争に光栄ある伝統をもっア

感謝の意を表した︒総理は最後

ハ1 メット・マハムド氏

サブリ議長一

ラブ迎合の人民にたいして賛辞

は︑印度側では相変わらず談判

くった︒ところが残念な乙とに

信と希望をもって︑ ζの問題ゆ
将は︑インドネシア軍事友好代

陸軍司令官アフマット・ヤニ少

党中央委員会委員ハイメ・ミラ

団員のうち一人はブラヅル共政

ル・千レlス同志に率いられ︑

アルパニア労働党中央委員会委

ルパニアの新聞記者代表団は︑

国南部を必唱しているとき︑ア

朝鮮﹁労働新聞﹂代表団が中

・エル・ヘデイデ@

行に熱烈な欲

を笥叶またアラブ迎合人民が

のパレl﹁白鳥の湖﹂の特別公
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迎ゆ辞をの

帝国主義の武装侵略にたいしス

にサブリ議長の訪問は︑必ず予
討論出来るようにしたと︑言明
表団をひきい︑夫人を同伴︑去

ホス

大統領新聞秘書

べ︑乙のたび

想どおりの成果をおさめるであ
した︒サブリ議長は ζのたびの

周総理はまた中国とアラフ連

の訪問は中咽

ろうと︑その確信を表明した︒

員兼﹁人民の声﹂編集局長 77

ンダ同志で︑一行は三月三仲一

到着した︒

キ同志に率いられ︑四月二十一

る四月二十一日︑専用車喝広東

κ
インドネシアの貴賓たちは︑

張際春中国共産党中央委員会

に人民公社︑工場︑学校︑その

の指導者との会見は必ずや期待

中国人民解放軍広州駐屯部隊司

百北京に到着︑その滞在期間中

中国にたいする友好訪問と中国

どおりの結果を得る乙とができ

令官と広東省︑広州市の政府指

日北京に到着した︒

アリ・サブリ議長はその談話

の聞の友好関系についてのべ

凶月二十三日︑ァリ・サブリ

導者および当地の軍関係者三

るであろうと確信を表明した︒

議長は︑周総理と中国政府の指

000 余名の熱烈な歓迎をうけ

た︒彼は︑一九五六年︑帝国主

トに連合武装侵略をし︑ヱフプ
導者たちを招いたその宴会席上

は同社を訪れたアルパニアの新

日︑﹁人民日報﹂編集スタッフ

義とユダヤ復興主義者がエツプ

卜︑かとの不義な侵略勢力にたい
で︑帝国主義はたとえどんな看

インドネシア代表団は︑中国

d

迎え

中国共高党はまた先週カナダ
からの二人の貴賓斗司

政治局委員兼書記局書記︑越毅

からの代表たちは︑インドネシ

日︑アジア︑アフリカ二九カ国

みJ

江ア新聞記者団
中国を友好訪問
いま︑多くの外国新聞記者た
ちが中国を訪れている︒

ドン会義として全世
-J

諸国がいかなる帝国主義国家の

界に知られ︑アジア・アフリカ

議は︑パ

いて討議した︒ ζの歴史的な会

の共同利益に関する諸事項につ

と擁護︑世界平和およびその他

民地主義反対︑民族独立の勝利

経済と文化の協力︑自決権︑植

アの美しい町バンドンに集り︑

敏中国産党中央委良険副委

八年前の一九五五年四月十八

八周年記念日を迎う

北京でバンドン会議

会を催した︒

聞記者たちのために盛大な歓迎

歓迎の宴会を催し︑翌二十二

ルパニア貴賓たちの到着当日︑

してたたかっているとき︑中国
板をかかげようとも︑その木性

人民解放軍総参謀長羅瑞卿大将

委員兼中央宣伝部副部長は︑ア

人民と中国政府が送った道義的
と目標はなんらかわるものでは

の招きに乙たえて︑中国を訪問

一行は︑カナダ共産党書記長

J

レズリ・モリス同志および同全

ナ

ネシア代表団の一行は︑温玉成

到着した当日のひる︑インド

北京に無事到着

な支持と物質的を援助をアラブ
ない︒アラブ連合はあらゆる物

したものである︒

l

連合は決して忘れないであろう

全義とたたかい︑その本性を必

質的︑道義的な力を用いて帝国

中将と夫人に伴われ︑毛沢東主

国執行委員会余金官官記ウイリヤ

ふ

と語った︒アリ・サブワ議長

席が一九二O 年に創設した農民

四月十七日︑一行が北京につ

ム・カシュタン同士山であった︒

らす暴露させるであろうと語っ

周総理もその席上で︑感闘主

運動講習所の旧蹟と︑中国輸出

Jit

た台湾およびその他の中国の島

義と新旧植民地主義に反対する

べきであり︑また中国が一等われ

崎における権力は回復されるべ

商品展覧会会場を参観した︒

持しあうことは︑アツア・アフ

いたとき︑彰真中国共期間党中央

共同闘争は︑アツア・アフリカ

リカ人民の共通の願いであり︑

各国聞の団結を強め︑相互に支

中・印国境問題に関し︑ア

最高の利益にも一致していると

毛沢東中国共産党中央委員会

たと︑のベに︒

リ・サブリ議長はコロンボ会議

強調した︒周恩来総理は︑また

毛沢東主席が

の目的は中国と印度双方を談判

中印問題を平和的に解決する中

主席は︑先週来訪したブラフル

委員会委員マヌエル・ホベエ

代表団はブラジル共産党執行

かわした︒

晩餐をともにし︑親しく談話を

共産党代表団の団員たちに接見.

インドネシア共和国国務相兼

中国を友好訪問

料一芥軍声代要因

であろうと︑重ねてのべた︒

UM共産党代表団に接且
見称︑飛行場でかれらを出迎え

の席につかせ︑平和的な方法で

国の決意は︑決してかわらない

り︑六カ国の友好国家代表が確

っとも重要た役割を果してお

議に適切な雰囲気を作るのにも

いう賢明な決定は︑コロンポ会

戦の停止と武装軍隊の徹退と

tべた︒彼は中国政府のとった交

その紛争を解決する陀あるとの

一

きであると︑たえず主張してき

して国連での正当な席位をもつ

は︑アラブ連合は中国が大国と

加共産党指導者

他の名勝川蹟を参観した︒

心中で︑アラブ連合国と中国と

アリ・サブリ議長

4
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干渉をも排除して︑かれら自身

リカ新槌民地主義は旧植民地主

去るものでないと指摘し︑アメ

決してみずから膝史の舞台から

民の団結を強めるうえに︑さら

かいを促進し︑ ζの三大洲の人

を擁護し︑民主をかちとるたた
対する偉大な貢献であると︑の

ン-ピlチの勝利は世界平和に
義に反対するたたかいと社会主

キューバ人民は︑いまや帝国主

ろう﹂と︑のべた

にもっと大きい貢献をするであ
互いに援助しあい︑一周を並べて

うにたたかうつもりでいるなら
四月二十日︑中国・キューバ

前進するであろうと言明した︒

セイロン中国駐在大使ぺレラ

全国の人民が閉結し︑ほんと

かれは︑﹁この勝利は︑もし

f中J

ー︑︐﹄o

の未来の方針をうち建てた最初

義にとって変わりつつあり︑政

義を嬰設する事業で︑つねに︑

の会議であり︑その影響は深く

治的︑軍事的︑経済的および文
化的手段ゃ︑転覆と惨透を通じ

0

かっ遠大であった︒バンドン会

'友好的な協力をつよめ︑これら

究所は︑連合して戦勝二周年記

カ友好協会と中国科学院歴史研

員かみずから選んだ歴史の万向

スカァ・ピノ・サントス大使

念日を腿祝する大会を催し︑ォ

友好協会︑中国・ラテンアメリ

険性K ついて注意をうながし︑
を琴引んさせる ζとはガ弘一ポザ乙

ば︑たとえ地球上にいかなる強

また︑アジア・アフリカの新興

陸定一副総理は︑その招待会

とを示している﹂と︑諮った︒

力な敵がめろうとも︑それは人

げて注意をうながした︒賀屯副

諸国家の独立と主権を絶えず破

t

について講演した︒

氏は︑当日の会場でバンドン精

総理はアメリカ新植民地主義は

駿し転覆する凶悪な手段を弄し
席上での発言で︑ヒロン・ビー

神を称讃し︑新植民地主義の危

四月十八日︑北京の有力紙は

なくもちあげた︒

大洲の人民にとってもっとも凶

ている帝国主義者と新旧植民地
チ勝利の意義について︑﹁ ζの

てその橋氏地主義拡大の企らみ

いずれも︑乙の会議の八周年を

のようにのべた︒﹁こんにち︑

惑な敵であると強調して︑つど

主義者をはげしく非難した︒

をとげようとしている事実をあ

記念して社説を発表︑同日︑北

アツア︑アフリカ︑ラテンアメ

にたいする共同闘争をこの上も

京では人民大衆の記念の集会を

リカ諸国民の直面する

三000 人余の人︑か集り︑乙の

中国平和擁護委員会と中国ア

勝利は︑キュl 岬の革命と主権

海では︑凶月一一十三日︑

は︑その会上でキューバの歴史

催した︒周総理およびその他の

急迫した任務は︑アメリカを先

諸民族の帝国主義と植民地主義

•

議はアツア・アフリカ諸国間の

とも

政府指導者たちとかず多くの外

ab

交使節たちも︑乙の一︑五00
の尊厳をたもち︑帝国主義に反・

偲念日を慶祝した︒

対し︑自由と解放のためにたた

をまもりとおし︑社会主義国家

頭とする帝国主義と新旧植民

白一山打戦勝記念日を

地主義に対するたたかいであ
ジア・アフリカ連幣委員会およ

副総理は演説を行い︑セイロン

余人の集会に出席︑会上で賀屯

び多くのその他の人民団体は︑

る︒﹂

北京で熱烈に祝う

中国駐在大使A ・B- ぺレラ氏

先週︑北京でも︑キューバ人

キューバに二周年記念を祝賀す

賀竜別総理は︑つづいてま

かう全世界の人びとド︑もっと

た︑中国政府と中国人民を代表
陸刷総理は﹁キューバの革命

るメ AVセl ツをおくつに︒

も北京駐在のアヲア・アフリカ

民のヒロン・ピlチでのアメリ

と︑諮った︒

諸国の外交使節を代表して発言
して︑中国はインドネシア政府

も削かしい前例をうちたてた﹂

した︒

中国貿易代表団とソヴエト政

中ソ貿易会談

府とのモスクワでの一九六三年

をまもる乙とは︑ ζんにちの世

判明のキユーバを封鎖し孤立さ

度中ソ貿易会談は成功裡に終っ

界人民の偉大かつ栄誉ゐる任務

せ︑転倒することは絶対にでき

カ雇い兵の侵入に対する戦勝二

ァ・ピノ・サントス同士山は︑こ

ない︒どんな軍事的力もキュー
た︒中国代表団の主席は李強対

が提出したアジア・アフリカ各

の日を記念するため︑招待会を

外貿易部副部長︑ソ連代表団の

資配副総理はその発言の中

アジア・アフリカ人民連州市大会

開き︑その祝辞の中でフイデ
バを灯悦服する乙とはできない︒

主席は対外貿易部部長N-S-

キューバ中関駐在大使矛スカ

で採摂されたハパナでの三大洲

キユーパはカリブ海上に掛Vく

周年を記念する集会を催した︒

共同闘争と︑民族独立︑世界平

会議召集に関する決議案を全面
ル・カストロ同志の有名なこと

立ちつ︒つけるであろう﹂と︑の

と︑円以近モシで閃かれた第三次

和をまもるためにかちとった偉

的に支持する旨言明した︒同副

のためにたたかう乙とであり︑

ば﹁侵略者に抵抗するァ噌平和

国の第二次会議を召集する提案

大な業績をたたえ︑ ζのたたか

総理は︑﹁乙の二つの会議の召

で︑アツァ︑アフリカ人民の帝

いの有利な条件と︑アファ︑ア

集は︑さらにバンドン精神ぞ発

国主義と植民地主義に反対する

フリカ︑ラテンアメリカ諸国民

め一つであり︑革命的な社会主

が互いに支持しあい︑援助しあ

パトリチ⑤フ氏であった︒

ン将軍の北京訪問中K 調印された︒

史的な文件は︑一九六O 年一月ネ・ウイ

ピルマはまた始めて人民中国と国境問
題を解決した国でもあった︒ ζの両国は
長さ二千キロメートル以上にもおよぶ共
通の国境線をもち︑復雑な国境問題は一
世紀以上にもわにって存在していたが︑
乙の不幸な隆史的遺姥は一九六O 年十月
に結ぼれた中国・ピルマ国境条約によっ

過去十年間︑中国とビル 7両国の指導

て友好裡K 解決されたのである︒

しあってきた︒周恩来総刑制はか勺て五問

者たちは︑しばしば友好的な訪問をかわ

ほどもヒルマぞ訪問したし︑宋医齢全国
人民代表大会常務委員会前副主席︑郭沫
若同常務委員会副主席︑陳毅︑賀屯両副
総理などをふくb 中国の指導者たちもそ
れぞれヒル?を訪問している︒乙れと同
じくビルマ政府の雌代の首相もそれぞれ
中国を訪問した︒
中国とヒルマは近年来三つの貿易協定
を結んでいる︒一九六一年周恩来総理の
ピル 7訪問のさい︑両国政府は経済と技

昨年末ごろ︑中国貿易代表団はとル7K

明
は﹁友宜にたいする強い願望と相互理解

ζのビルマの指導者は︑ビルマと中国

ている﹂と︒

にちもはや動かし得ない段階にまで至っ

つつある友好と親善の結びつきは︑乙ん

J

れわれ両国の のいたに日益しに強められ

決を裂するような難しい争いはない︒わ

ところ︑われわれ両国のめいだには︑解

席はつX のように誘っている︒﹁いまの

合いによって解決されたとネ・ウイン主

ヒルマと中国間の問題は首尾よく話し

されている︒

ン主席の国宴での談話のなかでもよく示

らの友好関係は︑劉少奇主席とネ・ウイ

乙の両国の日と共に明しつつある心か

かがやかしい先例

人びとが含まれている︒

シ︑演劇劇団など多くの異なる社会聞の

には労働者︑背年︑婦人︑スポーツマ

日益しに憎えつつある︒それらの使節団

政府間および民間使節団の交換訪問も

買い付けK 関する議定書に調印した︒

赴き︑ビルマ政府とのあいだにビルマ米

(ロ頁へつづく)

ぺた︒

訪

r

可侵条約を締結した国でもある︒ ζの殴

て

術協力協定および支扮い協定を結んに c

蘇

間

陸訓総到は︑また中国人民と

の道でめる﹂を引用し︑ヒ口

侵略者に降服する乙とは戦争へ

いたいものである︒中国とビル 7悶の友

ノレ

テンアメリカ諸国民の民族独立

好の隆史にもその一章ごとに忘れがたい

ビルマは一番最初K 中華人民共和国を

˜˜、

節させ︑アツア︑アフリカ︑ラ

V門

新聞はそのトップ記事にヴ区叫 HTjな見

暖かく迎える﹂︑﹁パウポl の感情をふ

のあいだに存在する友隣関係をいい現ら

劉少奇主席のピルマ訪問はこの﹁パウ

かめる﹂︑﹁中国とピルマの友好を強め
斗と報道した︒

る﹂

d

ポ1 ﹂友宜の最近のいい現らわれであっ

忘れがたいでき事
古い友人たちが出会ったとき︑人びと

機でラングlンに赴き︑そこでビルマ述

ものが記録されており︑ ζれらは劉少奇

はよく長いあいたの友宜を細かく諮りあ

ルマ高級官吏たちから熱烈な歓迎をうけ

場で挙行され︑そこにはビルマと中国の

正式承認した国の一つであり︑両国の正

主席の訪問中K ︑重ねて諮り綴られた︒

国旗が祭日のように飾り立てられ︑E 大

式な外交関係は一九五O 年六月に削倒立さ
れている︒周恩来総理が始めてヒルマを

はその共同声明のなかであの有名な﹁平

訪問した一九五四年六月には︑両国政府

主席はビルマ政府とビル 7人民から忘ら

ビル 7はまた始めて中国と友好相互不

和共存五原則﹂を提案している︒

席のために催された国宴にはビルマ政府

れ難いほどの心温まる歓待をうけた︒主

ピル7K 滞在しているあいだ︑劉少奇

ばめ飾りつけられであった︒

なア1 チには小さな美しいパゴダ.かちり

た︒盛大な歓迎式典︑かミンガラドン飛行

邦共和国主席ネ・ウイン将軍と夫人︑ピ

を仲い︑四月二十日ジャカルタから専用

劉少奇主席と夫人は隙毅副総閣と夫人

例ともなるであろう︒

民族のあいだの平和的共存の輝かしい先

うし︑また相い ζとなる社会制度ぞもつ

好関係はよりいっそう強められるであろ

た︒ ζの訪問を通じて中国とビル?の友

出しそかかげて︑﹁劉少奇主席と夫人を

た︒人民の感情を代表して︑ビルマの各

前械の者名人士など約三百人が参加し

の高級官吏︑高級将校および フ
U ング川

の

賀屯別総珂は︑仙州民地主義は

という乙とを意味している︒ ζの言葉は

席

わすのに広く使われていた︒ ζのたびの

なが年のあいだ︑ピルマと中国の国と国

主

う必裂性についてのべた︒

奇

﹁パウポl﹂はビルマ垣間で︑﹁同胞﹂

少

6
7

克U

と相互援助の精神にみちびかれて﹂︑
﹁双方とも国境問題の満足な解決に成功
した﹂と特に回想しながら語っている︒
ネ・ウイン主席はまた両国間の経済協力
の経過についても満足の意を示し︑中国
がピルマにあたえた三000 万ポンドの
長期無利息借款について︑ネ-ケイン将
軍は財政援助と林︑術提供によって﹁われ

u

巳同

われは国家発展のための経済計画の遂行

8ιRu
848ι8

夫人にそれぞれ記念品を悶つ
四月二+日劉少奇主席とス
カルノ大統領は独立宮で共同声
明花調印した︒
劉少奇主席と夫人は飛行場で

政相互不干渉および平等互恵の原則を実
るものである﹂と諮った︒

-アフリカ人民の団結の利益にも一致す

ろうと語った︒

ンの国境談判も近いうちに開始されるだ

した事実を指摘し︑中国とアフガニス守

パキスタンとの国境問題を平和的に解決

ルマ︑ネパール︑モンゴル人民共和国︑

K ついて劉少奇主席はとくに︑中国がピ

カの団結をきわめて重視しており︑ ζれ

ピルマと同じく中国もアジア・アフリ

践にうつしている︒﹂

共同の努力

中国とビ・ルマは五原則とバンドン精神
をまもり︑相互の友宜をふかめたばかり
でなく︑あいともにアフア・アフリカ諸

平和と中立の道を遜進するヒル 7は︑

国との団結をもかちとった︒

アジア・アフリカ諸国の団結およびアツ
アと世界の平和を守るために多くの男力

主義者と植民地主義者によって苦しめら

中国とヒル?の友宜が ζのように深ま

れてきた︒長年の闘争を経てのち独立を

をつくしてきた︒ヒルマはバンドン会議

ネ 1ブ拡大会議では︑ピルマは他の平和

勝ちとった乙の両国は相い共に自分たち

ってきたのは偶然でもない︒中国人民と

愛好国家とともに︑ラオスの独立と申立

り国家を建設する巨大な仕事に函とかか

ビル 7人民は同じく長年のあいだ︑帝国

は尊重されるべきであるとの立場を断固

に貢献した︒ラオス問阻についての少ユ

として堅持し︑乙れはうオス問題の平和
っている︒両国の平和的な国際環境を保
持しようとする熱烈な共通の願いは他国

というととである︒このような固い共通

との友好的な善隣関係を維持し促進する

ずからコロンボ会議にくわわり︑会議が
の基礎の上で︑中国とビル 7両国政府は
こたえて ζの非常

中国と印度が両国のどちらにも公平であ

κ

るために多くの努力を払った︒

諸事件のなかで正義を堅持する精神を示

少奇主席は国宴の席上でビルマは国際的

よりいっそう光りを添えることは疑いの

.ピル 7問における民族問友好と団結に

ビル 7訪問は︑光りかがやいている中国

ててきたのである︒劉少奇主席の今回の

に成功した相互U 親善友好関係をうち立

したと語り︑ ζの精神は﹁ピル 7独立と

ないと ζろであろう︒

ち︑リノャカル者をあとにビル 7

のために迎賓館の庭園で盛大な

ウイン主席は劉少奇主席と夫人

楽コンサートに出席した︒
四月二十二日劉少奇主席と

万国のプロレタリアは団結して
われわれの共同の敵に反対しよう
B6 判三四ページ定価一
O円

定価三

O円

トリアツチ同志とわれわれとの
意見の相違
B6 判五八ページ

レl ニン主義と現代修正主義
B6 判二六ページ定価一
O円

毛スクワ宣言と毛スクワ声明の

B6 判二四六ページ

円

意見の相違はどこからくるか
四ページ定価一

O

¦¦トレ lズらの同志に答えるーーー
6判四

アメリカ共産党の声明を評す

O
定価一

B6 判二四ページ定価一
O円

B6 判一八ページ

修正主義者の鏡

発行者北京・国際書庖

円

人のヒルマ市民は十艇のボ1 ト

定価八

O円

われとの意見の相違について

ふたたびトリアツチ同志とわれ

定価二

O円

基礎の上に団結しよう

た︒乙 ζで主人と貴賓たちは有

B6 判四四ページ

でシャン州の首都ダウンツK 赴
き︑一万の大衆は︑主要街道の

付添いでラング 1ンから飛行機

夫人は︑不・ウイン主席と夫人の

北京・外交出版社の出版物

た東南アジア地域の平和の利益とアジア

これら過去の乙とを同調しながら︑劉

それぞれ人民の希望

を促進させるべくネ・ウイン主席は︑み

争を平和的解決するための中印直接談判

的解決に大きく役立った︒中・印国境紛

の一発起国家として会議の成功に積極的

礎

主権の地位に一致するばかりでなく︑ま

附情甘酷金として六000 チャット
を寄贈した︒
劉少奇主席と夫人は︑ネ・ウ
イン主席と夫人を儀礼訪問し︑
午餐をともにした︒

万の人民が集り︑歌と踊りのは

K 向った︒スカルノ大統領︑イ

ネ・ゥイン主席は迎賓館に劉
少奇主席を返礼訪問した︒ネ-

なやかな伝統的パレードで劉少
ンドネシア高級官吏および数万

行われた送別式典陀参加したの

奇主席と夫人を歓迎した︒行進

国宴を催し︑宴会後双方とも音

後︑バリl 島首府デンバザル市
一行を見送った︒

イスタ
四月二十日劉少奇主席と夫

ピルマでも大歓迎

のツャカルタ市民が劉少奇主席

会が関かれた︒

ω

その日の午後劉少奇主席とス
カルノ大統領はパリ島
ナタンムバサリンクで会談を行

問団の他の随員たちはラング1

名なインレ湖を遊覧し︑黄金ア

両側に立ってかれら一行を迎え

ンに到着した︒ピルマ聯邦共和

人︑陳毅副総理と夫人および訪

四月+九日劉少奇主席と夫

国革命委員会主席ネ・ウイン将

った︒

基

K 乗り︑中国の貴賓と楽しみを

た歌と蹄りを参観した︒約一万

的な船レl スと︑船上で行われ

ーチのある特別船に乗り︑伝統

クジャカルタとパリ島での四日

人はボ1 ゴル︑バンドン︑ジョ

軍と夫人をはじめ他の多くの政

四月二十一日劉少奇主席と

賓たちを温く迎えた︒

府高官たちは飛行場に中国の貴

間の旅を終え︑ジャカルタに戻
った︒
スパンドワオ夫人は劉少奇︑
陳毅両夫人のためにテイlバl

ともにした︒人工の小島の上に
は︑ヒルマと中国の国旗と色と

陳毅副総理は一九四七年帝国主
義者の代理人らに暗殺されたビ

りどりの装飾旗がはためき︑音

テーを開いた︒
劉少奇主席と夫人はインドネ

ルマの民篠英雄オン・サン将軍

四月二十三日劉少奇主席と

国の歌を奏でた︒

楽は﹁団結乙そは力﹂という中

シアの独立宮殿で別れの哀を開

劉少奇主席と夫人はラングl

の墓に花環をささげた︒

インド︑不シア各界名士約四00

き︑スカルノ大統領および他の

ンの世界的に有名なスウエダゴ

われ︑専用機でビルマ西南海岸

夫人はネ・ウイン主席夫妻に伴

名が出席した︒

ングl ン市民と巡礼者たちは中

ン塔を参観し︑ここで数千のラ

の休養地ヌガパリに赴いた︒

宴に先だち︑スカルノ大統領

国国賓を迎えた︒劉少奇主席は

とインド︑不シ 7民間間休︑政党
らの代表者たちは劉少奇主席

固

をビ主
ζ

は
7

の国はみ万セるを好れ
相問中?こ的イ。通的わ
互の締 i 乙なにわじなれ
銀関両と見しれて話両
宣言係国は解てわ解し国
と lと になを利れ決あは
合同つもか相益両すい両
士い
j 図つ手を国ると国
懇談中の劉少奇主席(右)とネ・ウイン=ピルマ連邦
保て用
Tこ万得は原相閥
会はさ
o
I乙よい則互の
革命委員会委員長(左)
、れ平おうずを理あ
相両る和しとれ固解ら
互因。共っかもくとゆっいれあは両
Tこの税関りあか力と「フはた
不がわ存け、相ま相るてに両る全国「。よ明係、るしの友真リアえの中劉
可呉れのよま手も互，問い主字国。く関わうしの
ζ
い〉好撃カジて関国少
侵にわ五うた方つ援題る敬はわ平のれにて特れ」先力的な税ア、係と奇
、主れ原とはをて助も。しおれ等関わのつ点らと例がな共国と
内権両則試ーギいと友わゐ互わで係れべぎ.をの語でや協存のァれたノレ席

の広場では貴賓のために群衆大

四月十八日パリ島では約五

バリ島で五万人が歓迎

長句史

インドネシア

訟も巴

を約束されている﹂と諮った︒

田園

8
9

ア各国訪問
レ〆

ア

中国元首 の

国園

中華人民共和国とインドネシア共和国
は︑劉少奇国家主席のインドネシア公式

きに乙たえて︑一九六三年四月十二日か

ンドネシア共和国スカルノ大統領のまね

劉少奇中華人民共和国国家主席は︑イ

表した︒

訪問に関し︑つぷのような共同古川明を発

ネイ

双方とも︑中・印国境問題について︑

する︒

バンドン会議の十原則と︑平和問存の五

に解決し︑またそうすべきであると一致

原則の基礎の上にたって平和的︑合理的

コロンポ会議で採訳された提案が︑との

確認した︒双方とも︑非加胞の六ヵ国の
たたかいでの相互支持は︑乙れにしたが

とら︑このような有利な雰閤気はもっと

て︑中印国境線の争いに対する外部から

利用する ζとができ︑乙れを通じて中印

の干渉に反対する︒なぜならば︑とのよ

に同意した︒両国の文化交流もまた︑顕

と友宜をかため︑両国のあいだの経済技
うな干渉は︑ただ︑アヅア・アフリカの

手方にできる限りの援助をお乙なうとと

術協力と文化交流を拡大し強化する ζと

決するように希望する︒双方は断固とし

を表明した︒双方とも︑中国とインドネ

両国が直接談判によって︑この問題を解

な談話を交わし︑インドネシア共和国が

ネシア大使挑仲明︑インドネシア側の会

ζの争いの平和的な解決を求める途上に

おいて︑障碍を増すだけにすいびないから

団結を破壊するにすいロず︑したがって︑

合致するばかりでなく︑また︑アグア・

ンドネシア政府が︑中国・インドの和解

である︒中国政府はスカルノ大統領とイ

シア両国の友好協力関係が︑たえず強め

アフリカの団結を促進し︑世界平和をま

印国境線問題を平和的に解決する立場の

努力に感謝し︑かつ重ねて中国政府の中

と直接談判促進のためになされた崇高な

中国政府はインドネシア人氏が問イリ

停戦︑中国辺境守備隊の撤退︑印度軍捕

アンを回収し︑国家統一の実現のために

虜兵の釈放などの一連の措置を称讃し︑

双方は両国間の友好協力関係をよりい

ア人民がこのたにかいでかちとった重要

かっ︑これらの措置が中印国境の紛争の

っそう強め︑ゐいともに関心を寄せてい

な勝利を熱烈に祝した︒インドネシア政

批界平和をまもり入額の進歩を発展させ

人氏が帝国主義と植民地主義に反対し︑

双方とも︑目下の国際情勢は世界各国

合法的権利の恢復を断聞として主張

ω

で

は︑両国閥の問結と友宜を促進するに翠
市民な意義があると認めた︒劉少奇国家主
府の訪問は両国間の友好協力関係をさら
にいっそう強化する上において重要な貢
献をなした︒

インド
ネシア

友宜で
劉少奇主席のインドネシア訪問は劉少
奇主席とスカルノ大統領が四月十日に独
立宮で両国の共同声明に調印した事によ
って最高潮に達した︒乙の声明には︑今

双方はコロンポ会議の提案が中印国境

劉少奇

的に支持することを表明した︒

新興国家による体育競技会の開催を全面

催︑ならびにスカルノ大統領の提案した

よる第二回アジア・アフリカ会議の開

中国政府はインドネシア政府の提案に!

づき支持することを重ねて認めた︒

ラテンアメリカ人民のたたかいを引きつ

べきであり︑両国はアジア︑アフリカ︑

緊密に団結し︑この二つの敵を取り除く

的にまもるため︑全世界の人民はさらに

原因であると認め︑また世界平和を有効

は品川界平和の脅威であり国際緊強の板本

双方は一致して帝国主義と値民地主義

旨を表明した︒

の外国のいかなる干渉にも断固反対する

を希望した︒同時にまた中印国境紛争へ

直接談判による問題の解決に役立つこと

雰囲気をいっそう発展させ︑中印両国の

りだしたものと認め︑両国はこの有利な

問題の平和的解決に有利な雰囲気をつく

スカルノ

インドネシア共和国大統領

中華人民共和国国家主席

一九六三年四月二十日ツャカルタにて

て確認し︑かっ︑中華人一民共和国の国連

ている正義の闘争を支持する乙とを重ね

府は︑中国人民の台湾解放と︑﹁二つの

ネシア政府は中国方面の主動的にとった

国家を発展きせ︑乙れを妨げる一

平和的解決に非常に役立つと認める︒

絶対不変であるととを言明する︒インド

る国際問題について十二分に意見ぞ交換
した︒
双方とも︑両国の友好協力関係が︑バ
ンドン会議の十原則と平和共存の五原則

二年らい︑両国

の議憾の上に立って︑たえず発展してい

ζω

ることに満足した︒
友好条約の締結にともない︑両国の友好
の帝国主義反対︑新旧秘民地主義反対
ω

関係はさらに新しい段階に入った︒両国

モ咋ンビlク︑ポルトガル領ギニア︑南

る ζとを表明した︒双方ともアンゴラ︑

北ローデシア︑ニアサ弓ンド︑ベチュア
ナランド︑ケニア︑ザンジパルおよび南
アフリカ人民が植民地支配と圧迫に反対
し︑民族の独立と自由をかちとる正義の
たたかいを断固支持するとともに英雄的
なキューバ人民K 同情を表明し︑かっ︑

ω

かれらが自分の理想と願望K もとづいて
自分

めに断聞としてたたかう権利を擁護支持

切の外部からの脅威と干渉を排除するた

する ζとを重ねて認めた︒
双方は今後とも︑バンドン精神を擁護
発揚し︑アジア・アフリカ国家聞の友好
団結を促進するため共同努力するであろ
うと表明した︒中国政府は︑インドネシ

の一致共通した珂解と意見が書かれであ

の世界の数多い重要問題に関する両国間

開催に関する提唱を全両的に支持し︑且

る︒共同声明の主な点は次の通りでゐる︒
双方ともあらゆる努力をつくし︑両国
の団結と友宜をさらにかため︑発展させ

中国政府はインドネシア人民が西イリ

ることを保証する︒

アンの復帰と祖国統一のためにおしすす
みている正義のたたかいに堅い支援をあ

政府は中国人民の台湾解態と﹁二つの中

たえることを再確認した︒インドネシア
難する︒中国政府は︑スカルノ大統領の

るとともに︑中華人民共和国の国連での

全面的支援をあたえることを重ねて認め

国﹂の陰謀に反対する正義のたたかいに

つ最善の努力をつくしてこの提唱の実現

関する提唱を断同支持するとともに︑か

﹁新興勢力体育大会﹂を組織する乙とに

ク参加を停止した独断行為をきびしく非

が︑無期限にインドネシアのオリンピッ

中国政府は国際オリンピソク委員会

うと認めた︒

いして必らず積駆的な貢献をなすであろ

反対し︑山界平和をまもる共同事業にた

各国人民の問結協力を強め︑帝国主義に

つ︑乙の会議
ω 開催がアツア・アフリカ

ア政府の第二同アジア・アフリカ会議の

中国﹂の陰謀に反対するためにすすめ

おしすすめている正義の闘争を支持する

要な意義をもつものと認めた︒

もる崇高な事業にたいしても︑非常に重

られるととは︑両国人氏の根本的利益に

著な発展があり︑双方はいずれも︑最上

な雰凶気をつくったものと認める︒双方

擁護し︑民族団結を強め︑国家建設事業

れた勝利と成果を︑高く評価した︒

を発展させるなど︑各万面において得ら

訪問期間中に︑劉少奇主席とスカルノ
大統領は︑会談をお ζなった︒中国側の
会談同席者は︑国務院副総理粂外交部長

劉少奇主席夫人︑国務院副総理粂外交部
談同席者は事務分配制首席閣僚レイメナ

隙毅︑外交部副部長賞鎮︑中国駐インド

長陳毅一万帥および夫人︑外交部副部長賞

オ博士︑インドネシア駐中国大使スカル

博士︑副首席閣僚粂外交部長スパンドリ

弁公室副主任緑青長︑外交部第一アグア

の努力をつくして一歩進んで両国の団結

争いを平和的に解決するのに役立つ有利

両

って強められた︒経済校術協力の方面で

明

スカルノ大統領指導のもとに民族独立を

宮士宮
ととを再確認するとともに︑インドネシ

中で行われた︒

会談は親善友好と相互理解の雰聞気の

ニ・カルトデイウイリオである︒

鎮︑外交部部長助理喬冠率︑国務院総理

同
は︑両国が必要のあるとき︑いずれも相

止
t
，、

司司長章文習︑外交部新聞司司長酬明影︑
外交部礼申英司司長人削桁文︑公安部局長岳
欣︑華僑事務委員会刑司長朱毅︑衛生部
保健局刷局長山県樹則︑中華人氏共和国主
席衛士長李樹椀である︒
劉少奇主席およびその随員は訪問期間
中に︑インドネシア共和国の国家指導者
と人民の熱烈な歓迎と鄭重な接待を受け
た︒こうした歓迎と接待は両国人民の親
密な友宣を反映するものである︒
劉少奇主席とその随員は︑インドネシ
ア滞在中︑ジャカルタ︑ボゴl ル︑バン
ドン︑ッョクヨャカルタおよびパリ島を
訪問し︑インドネシマ各界名士と友好的

る事業を促進する偉大な闘争にとって十
分に有利であると指摘した︒また︑双方
とも新興勢力はいま急速に増大しつつあ
り︑かっ︑国際関係の中で日一日と決定

戸

合法的権利の回復を強く主張した︒

>.

ら四月二十日まで︑インドネシア共和国

アド

双方とも両国の国家指導者の相互訪問

心、

を友好訪問した︒劉少奇主席の随員は︑

シン
のために貢献したいと表明した︒

結

的な作用を起しつつあるとみとめ︑帝国
主義と植民地主義が世界平和をおびやか
し︑国際緊張をかもし出している根本原
因であると一致確認した︒世界平和を有
効的にまもるために全世界の人民は︑必
らずより一そうかたく閉結して ζの二つ

世界平和や擁護するために互いに主権

の災厄を排除しなければならない︒

と領土の保全を徳川重し︑互いに侵犯せ
ず︑互いに内政干渉せず︑平等互恵と︑
バンドン会議十原則の基礎の上にたって
社会制度の異なる国家間の平和共存を実
行する必要がある︒
双方はひきつづき︑アツァ︑アフリ
カ︑ラテンアメリカ各国人民が組民地支
配から脱却するとともに︑民族独立をま
もるためにおしすすめられている新樹民
地主義と帝国主義に反対する闘争や支持

は︑双方とも北カリ 7ンタン人民が民族

するととを重ねて認めた︒ ζの万而で

の自決権と独立をかちとり︑また了フシ
アの名義で現われた新植民地主義のわな
にかからぬようおし進められ町いる英雄
的な劉争と︑全ベトナム人民がベトナム
の平和的統一をかちとるための正義の闘
争を断固支持し︑かっ重ねて乙の問題花
関する如何なる外部からの干渉K も反対
することを表明するとともに朝鮮人民の

く

•

祖国統一をかちとる闘争も完全に支持す

国
固
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中

中

な独立とはいえないと劉少奇主席はつま

政治的に独立しただけでは︑まだ完全

のようにのべた︒﹁国家の完全独立は︑

﹁共同闘争﹂で竪く結ぼれていると強調

ア人民がその友宜のキズナ︑すなわち

劉少奇主席は共同声明K- 調印したばか
りでなく︑事実上︑ ζのたびの訪問は中

あらゆる面で徹底した反帝︑反摘民地主

戦闘的友宜

国とインドネシアが︑帝国主義と制民地

義のたたかいを途行し︑人民の力に頼っ

をまきちらした︒
インド政府もまた︑乙の友好訪問に攻

とを自ら暴露したのである︒中国はイン

全につい戸のような事実を無視しているこ

こうしたインドの行為はインド政府が完

撃を加え︑悪意にみちた声明を出した︒

した︒インドネシア人民はこのたび中国

両国の指導者は中国人民とインドネシ

ための共同事業での戦闘的友宜を呉休的

主義に反対し︑アジアト一世界市平和を守る

て︑独立した国家経済をきずきあげてと

すべてのアツアの国ぐに(インドを含

ドネシアおよびその他の国家と同様に︑

K 表明したものである︒
事実は︑インドネシア人民がどんなに中
む)と友好関係を発展したいし︑また中

歓迎した︒乙の

国人民との戦闘的団結と友宜を高く評価
印友好を促進するため中国はかつて世界

κ

の首脳を心温かく熱烈

一白アツァ︑アフリカ︑うテンアメリカ人
しているかを明らかにしている︒

迎大会で︑劉少奇主席はこの問題をもっ

義しし新旧植民地全義は反動であり︑府四り

る新しい力である﹂と栴摘した︒帝国主

と民賎民主運動はいま世界に生れつつあ

めるであろう︒

世界の平和をまもるカをよりいっそ フ強

協力を強めたとき︑疑いもなくアツアと

かれらは必らず乙の団結をまもりつづけ

とでアジア・アフリカ諸国民はこの団結

具体的な表現である︒バンドン精神のも

シアの友宜はあの有名なバンドン精神の

は︑中国・インドネシアの友宜をさらに

とくわしくのべた︒かれはアヲァ︑アフ

帝国主義者はいうまでもなく失望を感

るでゐろう︒

日増しに深まってゆく中国・インドネ

のである︒

リカ︑うテンアメリカ地域に住む全世界
はじめている力である︒最後に劉主席は
ドネシア訪問中花︑西方諸国のジャーナ

じている︒このために劉少奇主席のイン

劉少奇主席はつづいてこう諮った︒

そ得られるものである﹂と︒

民のたたかいは世界平和運動の有力な一

共同の闘争

環を成している︒帝国主義︑新旧椅民地

いっそう深めた︒全世界人口の凶分の一

千ν ア両国は︑反-Mm︑反

植民地のたたかいの霊必性r 緊迫性を十

主義とのたたかいが激しくなればなるほ

を占めるこのアフアの二大国家が団結と

中国とインド

二分に知っている︒劉少奇主席の訪問

ど︑それとは反対に︑世界平和がさらに

に知られたあの一連の重要措置をとった

中︑両国の首脳者はその演説の中で ζの

身近かにやってくる︒社会主義陣営の力

人民三十億のうちの約半数は︑四何度の差
毛沢東同志の有名な論断︑﹁新生の革命

五万余人も集ったパリ尚人民大血液の歓

劉少奇主席の意義深い ζのたびの訪問

点をとくに強制した︒

こそあれ︑いずれも例外なくいまでも帝
的力には打ち勝てない一を引用してあい

に規定された一九六五年に支払
印華僑は︑中国政府の派遣した

その迫附者たちの必意と謀略にもめげ"す

理解のうちに行われ︑両国代表

会談は友好的な気囲気と相互

出し︑ソ連側は中国にたいし︑

柑桔類およびその他の商品を輸

もの製品︑手工芸品︑りんと︑

品︑絹とサテン︑衣服類︑編み

団は︑一九六三年度に交易され

石油製品︑木材︑化学薬品︑洗

トラクターおよびその部分品︑

剤機械類︑各種機同開設備および

鉄および非鉄金属︑トラ Yク︑

議定書によれば︑一九六三年

その他の商品を輸出する︒

る商品の数量一について意見一致

に︑中国側はソ速にたいし︑非

として血まみれの着物を見せた

かれらが拷問を受けた証拠物件

僧流した︒なかには船員たちに

なかったといっていた︒強制収

かでなんら
ω 医療手当をもうけ

た︒彼女は印度強制収容所のな

まる手厚い看護と手当をうけ

両国は主た︑一九六0 年度の

人もあった︒多くの人びとは中

奪所から 7ドラス港に行く途

から無視された︒帰国華僑をの

国政府がかれらを迎え忙派船し

せた﹁光華﹂号汽船がマドラス

が︑医薬治療の姿求は印度当局
までは印度の武装警官に護送さ

中︑彼女は附痛を感じはじめた

れ監視されていたと諮ってい

は男の子を生んだ︒

を離れてから約十時間後︑彼女

たことをさえ港に来るまでは全

る︒これら婦女子︑子供︑老人

政府の親心と世話を記念するた

くれた船員たちに感謝し︑中国

彼女はかくも親切に世話して
れるまで自分たちの財産一を処理

め一光翠﹂と命名した︒

な捜査を強制された︒病気をし

たわずかな荷物までも冷酷非道

橋棟︑道路工事夫の家屋および

ルの公路が完成された︒公路︑

サリに至る長さ八0 キロメート

中国︑ラオス国境からホン・

建設完成さる

ラオスの新公路

されていた︒かれらは自分たち

か︑身につけていた銭さえ捜査

の銀行予金を引き出すど乙ろ

する乙とすら印度当局から阻止

ラス潜まで護送され︑印度を離

を含む華僑は囚人のようにマド

く知らなかった︒かれらはそれ

化学薬品︑羊毛︑世十毛治維製

鉄金属鉱石︑錫︑水銀︑銑欽︑

し︑貿易議定書に調印した︒

(6頁より)

リズムは中国の外交政策を中傷する報道

貿易取引での中国のソ連側にた
うべき債務の一部をまえもって
帰国船二般に分乗してマド弓ス

に迫害されてきた在印華僑とそ
の家族で︑祖国に帰ることの出
来た第一陣である︒中国駐印大
使館の館員たちはその出発に関
する一事務に立
ちあい︑また
華僑を盛大に
歓送した︒
四月十三日
の朝︑帰国華

につくと︑船

僑が祖国の港

上のスピーカ
ーは︑中国の

ていたある一老人のごときは︑

その他の設備は一九六二年一月

強奪され︑一身まわりにもってい

船にk ったとき︑も ヲ手K はわ

音楽と歌で彼

ずか一本のステァキしかもって

とづき無償︑無条件で中国から

両国間で調印された協定書にも

に来た船員か

らの面倒を見

船内では︑彼

ら心あたたま

いなかったという着の身着のま

担架で船上には乙ばれた︒帰国

り︑かれらは中国の船員たちに

は重病のため歩けない人もお

子︑子供たちであり︑その中に

致をみた︒公路の正式開通式典

事に建設されたものと意見の一

書に規定された規準にあい︑見

の現場を検査︑その公路は協定

スと中国の両国代表団は︑公路

両国政府から任命されたラオ

は後臼決定される︒

が︑船上に運ばれるとす川\船
内の医者や看護婦たちから心温

者のなかには妊婦が一人いた

帰国者の大多数は老人︑婦女

F

る歓迎を︐つけ
た︒印度の強
制収容所で非
人道的な取扱
いをうけたあ
とであっただ
けに︑乙の接
待をうけた多
くの華僑は︑
感激の余り涙

問られた・ものである︒

まの態であった︒

らを迎えた︒

をさらに強化した︒そして帝国主義者と

国主義者と椅民地主義者の侵院︑脅威︑

F

抑圧と搾取に悩まされていると指摘し

でつどいのように帝国主義と植民地主義の

一方では︑スカルノ大統領は乙の大会

さつの結びにした︒

帝国主義と新旧植民地主義に反対する

i

み

罪惑をあばいた︒インドネンアと中国は

にたたかっている︒この帝国主義と植民

あいともに世界の凶惑な勢力行倒のため

闘争と民族の独立を獲得し︑的御する乙
とは︑依然として世界のその他の地域の

地主義とのたたかいとともに︑自然を征

人民と同じくアジア︑アフリカ︑ラテ
ンアメリカ人民の有面する一審重妥な課

たかいは︑︑きわめて困難ではあるが︑世
界の進歩的勢力が緊密かつ永久的に団結

服するためにもたたかっている︒ ζのた

植民地主義にたいする闘争という課題は
しさえすれば︑かならず達成する乙とが

題である︒崎民地主義はすでに過去の遺

すでに第二義的意味しか持たないという
できる旨を明らかにした︒

物だという考えや︑あるいは帝国主義︑

ような考え方は事実を無視したものでゐ

時の焦点!

いする負債分割償還の協定に関

迫害された華僑
十印度を離る
四月十三日︑九OO 余名の在

と語った︒

中立に対する重大な脅威である﹂

周総理はまた︑﹁われわれはツュ

令。 φφ+ や7:>令{-)I
、〈
φ99φφ+φ+φφφφφφ

3

をたった︒かれらは︑印度政府

ると語った︒

"令<?7:>
?φφ+φ<? 令〈ト令。
+φ 令。令<?令
9 令 9; へ

支払うことを規定した︒

する一九六一年四月七日の議定
書に調印した︒中国政府の希望
により︑議定書では一九六二年
度貿易取引の結果︑中国側の支
払超過額は︑一九六一年の協定

周恩来総理は︑四月二十一日ア

会議議長を迎える宴会の席上で︑ア
ネlブ会議両議長国とジュネーブ会

リ・サブリHアラブ連合共和国閣僚

メリカ帝国主義とラオス反動派が︑
ラオス仇官暢ぬの悶結を際問挑発

議
ω 全参加国俗︑︒メリカのラオス
κ 対する内政干渉と問問略活動ぞくい
とめ︑ラオスの危険な情勢を好転き

し︑再びラオスを新しい内戦にひき
ずり込もうとするたくらみをはげし

った︒

せる責任があると考えている﹂と語

周総理はその席上で﹁きいきんラ

く非難した︒

オスでアメリカが周総理はさいと
一連の政治的暗殺昌司会︒国主に︑﹁わたくしは
mT'LF
回開戸骨骨

事件と武力衝突事中国政府を代表し

件を指図し画策しラオス情勢を語るて重ねて申しのべ
ている︒アメリカるが︑中国政府は
とふ材切恥反動派が︑ラオスの愛国ラオスの独立︑平和︑中立の政策を
勢力の町柑を離間挑発し︑ラオス民断固支持し︑ラオスのいっさいの愛
族連合政府をケツカえし︑一件びラオ国勢力がよりいっそう団結をつよ
スを新しい内戦にひきずり乙み︑さめ︑弓オス反動派の挑発と破壊行為
いとにはラオスを手中に収めようとに反対し︑アメリカ帝国主義の干渉
する野望があるのは日をみるより明と侵略政策に反対するたたかいを断
らかである︒乙れは一九六二年のグ固として支持し︑一九六二年のヲュ
ュネlブ協定に対する公然たる破壊ネ¦ブ協定をまもり抜くために努力
行為であり︑ラオスの独立︑平和︑を惜しなものではないと﹂諮った︒

->'
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カt

ジ

る企業があわせて約六汽O ︑国営工業の

独占資本︑民間独占資本の共同経営にな

ろ︑国家独占資本の経営する企業と国家

なものである︒フランスではいまのとと

だしい保険会社などが国有化された主

ェ・ランドストリなど四大銀行︑おびた

ナシオナル・ヲ 1ル・ル-コメルス・

電と舵電︑ガスの生産と供給︑パンク・

重要企業が固有化された︒石炭産業︑発

六年にいちぷの経済部門といちぶ部門の

フランスでは︑一九四五年末と一九四

国有化された︒

と農業というオーストリアの三大銀行が

八年にクレヅフト連合︑クレジヌト機関

ントを占めている︒金融面では︑一九四

の生声高は工業総生産高の約二八パーセ

造では三一パーセントである︒国有企業

四六パーセント︑機械製造と鉄骨構造製

精製では九一パーセント︑発電工業では

生産では九四バ1 セント︑石油の採掘と

鋼材生産では九O パーセント︑有色金属

鋼生産と石炭採掘では九八パーセント︑

が占める比重はつぎのとおりである︒鉄

ろ︑いく種類かの生産のなかで国有企業

業が国有にきりかえられた︒いまのとこ

料製造業︑それにいちぷの機械製造企

電所︑アルミニューム製造企業︑窒素肥

場︑有色金属工場︑採鉱企業︑炭鉱︑発

大多数の炭鉱業ともっとも重要な冶金工

K あいついで二つの国有化法が通過し︑

乙では一九四六年六月と一九四七年三月

有化の規慢がわりに大きい万である︒乙

が︑国有化はそのうちの重要な一側面で

民経済の統制など)がふくまれている

化︑財政︑金融など各種の方法による国

投資による企業の剣設︑民間企業の国有

家独占資本主義K は多面的な内容(国家

極力吹聴している︒ブルツョア国家の国

り︑社会主義へ進むあらたな道であると

反対する新しい闘争の方式と万法であ

と乙そ︑プロレタリアートが独占資本に

た一述のいわゆる﹁改革﹂を実施する乙

てている︒かれらは︑国有化を中心とし

ツョア国有化の問題でおおげさに騒N 立

って︑国家独占資本主義︑とりわはブル

様︑ ζの選雨明骨ねきにするにあた

修正主義者は右誤牡会民主主義者と同

スラビアのチトl一味を代表とする現代

ちがいじみた攻撃をうけている︒ユーゴ

り︑とのため現代修正主義者のとくに気

レl ニン主義の大切な理論上の砦であ

ロレ ア
h リア1 ト独裁の学説はマルクス・

けている︒プロレタリアートの革命とプ

め︑乙れまでにないひどい歪曲と侮辱をう

l一味を代表とする現代修正主義者のた

的な革 A払制湖︑ユーゴスラビアのチト

いま︑マルtw ス・レlニン主義の基本

ノレ

全生曙能力は工業の全生庫能力のこO パ

ァ固有化問題
林

て当時の国有化の規模はまだそれほど大

第二次世界大戦ののちになると︑ブル

きくはなかった︒

ジョア国有化はさらに大きな発展をとげ
た︒西ヨーロッパのいくつかの主要な資
本主義国を見ると︑これらの国の国有企
業の比重はいずれもわりに大きいととが
わかる︒
hノびろく実施されるようになった︒たと戦後︑イギリスはブルフョア国有化実
えば︑イタリア政府は一九二O 年から一施の函でトップを切った︒一九四五年十
九二一年の経済恐慌のさい︑二五OO 億二月にはイングランド銀行国有化法が通
リラ(一九五三年の価格に換算︑以下お過し︑そのと約三年間に五つの国有化法

ア矧引銀行と︑乙れK つながりのあるいなると︑イングランド銀行はじめ石炭︑

なじ)を投じて︑すでに破産したイタリがつづけさまに通過した︒一九五一年に

で︑一九二九年から一九三三年にかけて金企業にぞくぞくと固有化が実施され

くつかの工業会社を買いとった︒ついガス︑園内輸送などの各部門と一部の冶

の経済恐慌のさいK は︑また一万四四O た︒国有化の措置をとった結果︑以下の
O 億リラちかい資金を投じて︑イタリア一部の部門と企業が国有になった︒っ
金融資本の活動中心である三つの最大のまり︑約一五OO の鉱坑と一部の石炭加

は︑生まれおちるとすャ︑封建国家の経
営していた独占企業を接収し︑それまで
市中銀行と︑ ζれにつながりのある多く工︑煉瓦製造業︑鉄道および鉄道草例と

ったこれらの企業を近代的な企業に改造
した︒ブルジョア国家はまた戦争や財
政︑経済上の必要から︑企業の創設や買
収の万法でしだいに国有経済を拡大し
た︒しかし︑第一次世界大戦までのと乙
ろ︑ブルツョア国有経済の範囲はきわ
めて限られており︑おもに造兵廠︑郵
便︑電報︑鉄道などの企業と部門にすさ
なかO た︒
第一次世界大戦のあと︑資本主義世界
がかつて見ない重大な経済危機にみまわ

した大資本家を救済する世間置としてかな

れたため︑ブルツョア国有化は破産に瀕

1 セントを占めている︒
イ守リアは戦前から国有化の程度がわ
りに高かったが戦後はイタリア政府が工
業復興会社︑機械工業投資基金その他の
機構を?っじて破産した企業の株券をつ
言つEK 買いとった︒一九四七年から一
九五五年にいたる期間だけでも︑乙の面
で一一000 余億リラも支出している︒一
九六二年の秋イタリア国会を通過した私
営電力企業国有化法案は今年一月から施
行されたが︑ ζれと同時に︑国家電力会
社という新らしい国家独占資本組織も創
設された︒統計によれば︑イタリア最大
の国家独占資本組織である工業復興会社
傘下企業の生産高は︑全国銑︐鉄生産高
の七七・四パーセント︑鋼鉄生産高の五
五・五パーセント︑鏑材生産高の五四・

と企業は当時すでに破康のハメ陀おちい行する運河と港湾業務︑大型自動車ス
一九二九年から一九三三年にかけての経五OO カ所の発電所と送電部門︑国際有

っていたのである︒また︑ドイツ政府はテlシヨン︑ガス工場とガスパイプ︑約

済恐慌のさじ︑破産に瀕した大銀行と大線電報と無線電報部門︑航空ステージヨ

に良いとった︒ヒットラー政府のシヤハか︑いちぷの原子力工場と造兵廠も国有

企業を挽回するためそれらの株券を大量ンと全民間航空機がそれである︒このほ

ト歳相の供述によれば︑一九ゴ二年︑ド化された︒いまのと乙ろ︑イギリスの国
イツ政府はおよそ七O パーセントにのぼ営企業は全工業の約五分の一をしめてお
って多くの株式会社を支配していに︒第総数の約二O パーセントをしめるものと

るドイツの銀行を支配し︑また乙れにより︑これらの企業で働く労働者は労働者

一次世界大戦のあと︑ブルクョア国有化見られている︒

ている︒

はかなりの発展をとげたとはいえ︑総じオーストリアは資本主義諸国のうち国

くの特殊金融機構に介入し︑多くの工業

象︑方式︑結果を通して︑ブルジョア国

か?われわれはブルヲョア国有化の対

事態ははたしてそのとおりであろう

る︒たとえば︑国家独占資本の経営する

部門のなかでも重要な地位を占めてい

企業と︑国家独占資本︑民間独占資本

有化がどんな性質のものであるかを見て

ω

共同経営になる企業の生地内高は︑石炭産

みる乙とにしよう︒
第二次世界大戦後のフルツョア国有化

業では一一六パーセント︑コークス業では

の対象からみれば︑主としてつまのよう

一八・五パーセント︑鉄鉱の採掘では五
一パーセント︑アルミニューム製造業で

ないくつかのばあいがある︒

きなくなったいちぷの部門である︒たと

め︑もはや多くの利潤をあげる乙とがで

第一は︑極端に立ちおくれているた

は七二パーセント︑小型自働車製造業で

ヤントを占めている︒一九五八年︑国有

は四ニパーセント︑造船業では三O パl

企業と国家資本の介入する企業の資本は

っさきに国有化をお乙なったのは石炭産
業である︒乙の部門は第一次世界大戦の

えば︑イギリスの工業部門のうちで︑ま

︒

四九億二七OO 万マルクにのばり︑西ド

r

イツの全株式資本の一八・三パーセント
におよん

を実施するまえには基本的にまたひじよ

問後はやくも没務朋にはいったが国有化

非常にふるくなっており︑機械化はほと

うにおくれた採掘方法をつづけ︑設備も

んどおこなわれていなかった︒とのよう

各種各様の叛徒たちは︑

やいのを利用して資本主義的帝国主義の

戦後フルジョア国有化の発展かわりには

な設備と按術条件のもとでは︑労働生産

ω

力生産をもKF っている︒国家炭化水素

率が自然に抵下する︒一九四五年の労働

労働者階級

会社は全国メタン生産の九三パーセン

制度を極力解護している︒右翼社会民主

者一人あたりの平均採掘高はわずかに二

治︑経済面における資本の支配をまった

会主義の要素﹂といい︑国有化は﹁政

る﹂といい︑資本主義の国有企業ぞ﹁社

最も重要な経済的︑政治的な措置であ

門の状況は石炭照業部門と似たりよった

れよりはるかに低い︒イギリスの鉄道部

一八八二年までの水準とくらべても︑乙

りでなく︑さらに英国の一八七三年から

の主要資本主義国家の数字より低いばか

一六トンにすぎなかった︒ ζの数字は他
とコネ会社はそれぞれ機械製造︑﹁採鉱業

れば︑目下のと乙ろイタリア国家独占資

くとりのぞき︑﹂﹁人が人を搾取する現

のいちぷを支配している︒概算統計によ

本と民間独占資本の共同経営になる国民

象を根乙そさなくした﹂といいくるめて

の内O パーセントを占める)︒一九四七

ぎた機関車が八OCO 綱を乙えた(総数
主義的方法で私有制を根絶し﹂資本主義

年の統計によれば︑総数約一二五万輔の

りである︒一九四八年には使用期限をす

的生産様式を否定する︑ものであるといっ

いる︒ユーゴ人ラヒアの現代修正主義者

経済のなかで占める比重は約三一O パーセ

西ドイツでは第二茨世界大戦前から比
較的多く国有化の措置がとられたが︑い
まも莫大な数にのぼる企業が全而的また
は部分的に国家に属している︒国家は多

はまた︑ブルヅョア固有化は︑一非社会

ントにおよんでいる︒

の電力生産を支配し︑機械工業投資基金

ている︒国家電力会社はほとんどすべて

ト︑石油精製の三O パlセン kを支配し

ア国有化を﹁社会主義経済建設のための

主義の指導者と﹁理論家﹂は︑ブルヲョ

五パーセントをしめるほか︑いらぷの電

の工業企業を買いとった︒ ζれらの銀行鉄道部門に附属する旅館︑内陸河船の通

原始的なマニ@フ@クチュアの段階にあ

ブルジョア国家K は︑ずっと以前から

方を提起するつもりである︒

関係などの各側面からいちぷの資料と見

ア国有化とプロレタリア社会主義革命の

状︑ブルジョア国有化の本質︑ブルジ@

ある︒本文ではブルヅョア国有化の現

ヨ
﹁国有経済﹂があった︒フルヲョア国家

有

14

15

ア

門は投資が大きいわりに利潤が少いた

のほば五分の一にひとしい︒これらの部

すぎず︑一労働時間の製鋼量もアメリカ

生庫率はアメリカのほとんど四分の一に

の技術水準も立ちおくれていて︑高炉の

数は年々減っている︒イギリ 7の鉄鋼業

するものはほばニO 万をかぞえ︑車怖の

貨車のうち︑修理中または修理を必要と

機がひそんでいた︒つまり︑ブルジョア

意した腹の底には︑︑きわめて利己的な動

ジョアフーがこれらの企業の国有化に同

引取る必裂がある オーストリアのブル

では︑ブルジョア国家がこれらの企業を

の力いかなかった︒このような状態のもと

を回復させ︑そこから利潤をあげるたけ

とくに︑これらの企業に投資して︑これ

これらの企業を所有する力がなかった︒

拡張の必要によるのである︒

の国有化が実施されたのは主として軍備

接関係のある企業である︒これらの企業

第四は︑一部の軍事企業と︑乙れに直

ものである︒

の電力国有化も ζのような目的から出た

ために実節されたものである︒イギリス

アジーがとくに有利な条件で借款をえる

る銀行の固有化は主として独占ブルジョ

ばかりではない︒いちぷの国ぐにはおけ

と

る︒資本家が公債から得た高い利子はも

に六ポンドの債券を手にいれた乙とにな

た︒つまり︑一ポンドの株券とひきかえ

二︑四八O 万ポンドの補償金をうけとっ

ンドの株券のかわりにイギリス政府から

チリンク会社ではさらに時価四四二万ポ

価値のいく倍もこえている︒ト17 ス・

ポンドの補償金も国有になった炭鉱の

た︒炭鉱業の旧経営主が手にいれた四億

資本家の企業を高い債で民い のげる乙と

年度K 一・五パーセントを超えない配当

とんど得ると ζろがなく︑ただ例外的な

前の数年間という'もの自分の株券からほ

えば︑イギリス鉄道会社の株主は国有化

によって実現される︒たとえばイヲリア

金を つけるだけであったのが︑国有化の

いだしたばかりでなく︑かれらに以前よ

有化はもとの企業主を破産の危機から救

整備と改造をくわえる必要があった︒国

もこれらの立ちおくれた企業を引取って

しては独占資本ぜんたいの利益のために

てしまおうと考えていた︒他方︑国家と

もとでとれらのやっかい・琶のをふりすて

ら︑あまり大きな損失をうけない条件の

ない︒かくては︑電力を使用する独占資

おくれた地域に大量の電力を送ろうとし

資をしないし︑また電力のたりない立ち

なければ︑生産設備拡張のため大量の投

占資本はより高い利潤を保証されるので

に応じられなくなっていた︒たが電力独

の新興工業の今後いっそうの発展の必要

じられなくなっており︑とくに化学など

国の電力供給はますます工業の需要に応

国有化は乙の明らかな一例である︒乙の

トの利子を支払う乙とをきだめている︒

払い部分一にたいしては五・五パーセン

金を笛力資本家に支梯い︑ロあげ金の未

によって一万五000 リラにのぼる補償

国有化法案でも︑資本プ一つス利潤の原則

九六二年の秋に国会を通過レた電力企業

を買い上げた︒イタリア政府はまた︑一

アケレジツト銀行︑ロ!?銀行の全株券

常﹂価格という高値で尚業銀行︑イタリ

ず恐慌前の株式取引所のトわゆる﹁正

は株式相場が暴落しているにもかかわら

るが︑年々旧株主に支払う利子は四︑五

年平均利潤は二︑八OO 余万ポンドであ

あい一九四七年から一九五八年にいたる

った︒たとえばイギリスの鉄道部門のば

てもなお足りない企業さえすくなくなか

れたのであり︑企業利潤をぜんぶ手渡し

のちも企業利潤の大部分はかれらに渡さ

名儀をかきかえただけである︒国有化の

はもとの経営主K とって︑その実︑ただ

収入をうるよ つになった︒国有化の実施

のちになると︑約五パーセントにおよぶ

J

のばめい︑一九二九年から一九三三年に

d

め︑ますます企業主を欲損と破産のハメ
国家にこれらの企業の回復と設備の更新

株式配当金よりはるかに多い︒たと

においこんでいる︒まに︑ ζれら部門が
をやらせて︑安あがりの商品と役務を手

ω

立ちおくれていることは他の工業部門の
にいれようとしたのである︒
第三は︑国有化ののち独占資本家に廉
かけての経済恐慌のさい︑イy リア政府

ブルツョア固有化はプルジヲア国家が

発展や︑他の独占資本家が多額利潤をあ
げるうえにいきおい影響をおよほきまる

である︒イタリアが乙とし実施した電力

価な原料と動力を提供しうる部門と企業

りもたしかな収入を保証している︒ ζれ

本が廉価な動力を十分にえようとするこ

F

れた企業をもっ資本家たちははやくか

をえない︒このため︑ ζれらの立ちおく

は独占資本ぜんたいの発展と多瀬利潤獲

F

得にとっても有利なのである︒

廃業部門の彼産に瀕している百万長者の

社会における国家的独占は︑あれこれの

充分に証明するものである︒﹁資本主義

はすべてレl ニンのつ百の科学的断定を

所にたいする補償金は元来の株式資本の

ために︑収入をたかめたり確実犯したり

OO 万ポンドの多額にたつした︒乙れら

六・五倍になっている︒イギリスの鉄

戦後のオーストリア政府の法令では︑全

ーの要求をみたすため︑イヲリアの支配

道会社は時価五億ポンドの株のかわりに

の要求とのめいたにどうしても矛盾が生

グループは電力企業の国有化ぞお ζなっ

する手段にすきないからである﹂①︒か

第二応︑戦事のため托ひどく破壊さ

ストリアは終戦のさい︑かつてナチスの

たのであった︒以上のよ つな目的から国
政府から約+億ポンドの公債をつけとっ

くに︑銀行管理局で仕事をしているのは

国有化企業にたいする補償金は元来の株

独占資本代強奪され︑戦争で破壊された

本家に商ロ聞を提供し︑高い価格で独占資

トリアでも︑国有化された銀行は事実

ほとんどもとのメンバーである︒オース

式資本の三・六倍になっており︑発電

多くの企業をとりもどした︒だが︑戦争
有化を実施したのはイタリアの電力企業

本家から商口聞を買い入れ︑独占資本家に

上︑大独占資本家の支配する金融機関で

じて来る︒そ乙で︑生産コストをさげて

によっていためつけられた資本家たちは

二年︑イギリスの炭鉱で採掘された石炭

莫大な利益をあたえる︒フランスの資料

ある︒かれらがこれらの銀行の重要な指

利潤ぞあげようとする独占ブルジョアジ

って英国アトリl政府のシンウエル動力
の一半は生産コストをわる価格で売り出

によればフランスの鉄鋼︑化学などの工

いいちぷの企業である︒たとえば︑オー

相は︑英国の﹁採炭業はすでに病い膏育
された︒フランスの石炭部門では国有化

業部門の独占資本家は一九四七年から一

れ︑資本家にはもはや回復させる力のな

K 入っており︑多くの人はよろこんで炭
トを割っている︒もちろん︑こうした特

が実施されてから炭価はずっと生産コス

しない資本家があるたらうか﹂とものべ

収せねばならぬ︑だが︑乙れに乙おどり

かならずいちぷの炭鉱所有者の財産を没

標準によれば︑一九五一年電化企業と

たえられる︒フランスの電気料金の等級

ではなく︑ただ独占資本の企業にのみあ

別価格
ω 利益は誰でもが受けられるもの

顔ぶれを見てもよくわかる︒国有化のあ

乙とは国有企業指導機構のメンバーの

上︑大独占資本家に直接支配されている

ブルジョア国家の国有企業が︑事実

兆フランにものぼる利益をあげている︒

九六O 年までの期間にと︐つした万式で三

いる uイタリアになると︑乙うした傾向

家と七の代理人が圧倒的な優勢をしめて

も︑国有企業の指導メンバーは独占資本

本家の手にきられている︒西ドイツで

る こ
G の国の国有企業の笑権も大独占資

導者であり︑政策の決定者にからであ

F

鉱から手を引こうとしている﹂とみとめ

ている︒英国労働党の前党員ゲインケル
ゾトあたり一・八フランにすぎなかった

電力冶金業の支払う電気料金は一キロワ

ざるをえなかった︒かれはまた﹁政府は

も︑﹁社会主義と固有化﹂というパンフ

本家に非常に多くの利益をもたちしてい

実施のためお乙なっている補償は独占資

州国営発電所の電力は七O パーセントが

た西ドイツ北ライン・ウエストフアリヤ

ワットあたり二六フランにたつした︒ま

が︑一般市民の支払う電気料金は一キロ

占資本家もそれぞれの利誌のためにひた

の指導者となりすましているし︑他の独

と︑もとの経営主はいちはやく国有企業

など︑とくいちぷの企業が一間接国家に管

は︑鉄道︑軍需工業︑郵便︑長距離電話

はなおさらつよい︒乙の国の国有企業︑

レットのなかで︑イギリス政府が国有化

る︑﹁ただ利潤とか配当金ではなく︑利

すら国有企業の指導機構に自己の勢力を

する︒たとえば︑イギリスのばあい一九

下げ︑利潤を高める ζとができるように

けとり︑それぞれの製品のコストを引き

営企業から廉価な原料︑材料︑動力をう

策を実施して︑すべての独占資本家が国

ジヲア国家は独占資本家に有利な価格政

多額の利潤を保証する乙とにある︒ブル

する最も根本的なねらいは独占資本家に

利である︒ブルジョア国家が企業を経営

なく︑独占資本家ぜんたいにとっても有

好例である︒乙の横断船の建造費はたか

イギリス海峡横断船建造の発注は︑その

ム・デl 一一l フラザ¦会社が請け負った

い利潤が得られる︒イギリスのウィリア

らは公開入札のばあいよりはるかに多

とくに有利であり︑乙の種の方法でかれ

いる︒秘密発注は大独占資本家にとって

注は大多数が秘密のうちにおとなわれて

有利な発注を-つけている︒国有企業の発

はなく︑独占資本はまた国有企業から

それよりもいっそ︐フ多い︒そればかりで

からあげる利潤の万が七O パーセントの

まわされているが︑乙の三O パーセント

工業企業︑三O パーセントが一般市民に

本家の代表者であった︒フランスでは︑

業の管理にあたったものはすべて独占資

七名は民間会社の重役てあったし︑炭鉱

ると︑国家運輸会社の理事一三名のうち

イギリスの他の資料がもらすところによ

族︑地主︑将軍であった︒また︑周年の

長で︑その他の委員のうち三O 余名は貴

ちかくはもとの民間企業の重役または社

中央管理局の委員二二一名のうち︑半数

ろによると︑当時︑イギリスの各国有化

ーが議会での質疑応答のさい認めたと ζ

らの代盟人である︒一九四九年︑アトリ

くものは独占資本家か︑でなければかれ

国有企業営理局や会社の指導的地位につ

拡張しようとつとめている︒その結果︑

者代表﹂というものを置いているが︑と

ば国有企業の管理機構にいく人か﹁労働

まむくため︑独占資本グループもしばし

おりに経営される ζととなる︒大衆をあ

てしまえば︑その企業はかれらの思いど

機構が大独占資本家に指導権をに主られ

坐るととになるという︒国有企業の管理

金融寡顧のひとりであるヂ・カl ニヨが

会社社長の椅子には︑電力独占資本家で

った結果︑新らしく設立された国家電力

リアの各党のあいだで話しあいがまとま

のったえるところによれば︑すでにイタ

のロ17 一コリエ¦ル・デル・セラ﹂紙

理をおこなっていない︒乙とし一月九日

しては︑国会も監督権がなく︑政府も管

形態をとっている︒これらの企業にたい

理されているほか︑大部分は株式会社の

息の形態をとっているだけの乙とであ

三八年から一九五七年にかけて製造工業

にか一O 八万六000 ポンドていどであ

国有化を実施したのち︑もとの経営者は

々の資本家にとって有利であるばかりで

ブルジョア国有化は企業を手ばなす個

る﹂と白状している︒

の製品の卸売価格は二O 四パーセントも

るが︑イギリス運輸委員会は ζれに一五

れとい-つのも︑第一に︑決定権はつねに

れはまったくの飾りものにすきない︒そ

あがったが︑電力の平均価格はわずかに

ひきつづきこれらの企業をにさった︒と

あいかわらず企業の理事会

とどまり︑
ョア国家の国有企業は安い価格で独占資

O 万九000 ポンドも支払った︒ブルジ

κ

ゴ一九パーセント︑鉄道運賃もただ一一五
パーセントしかあがらなかった︒一九五

16
17

きかなければ独占資本家はいつでもその

代表﹂のだれかがすとしでもいう乙とを

実な道具である︑第二一

プが養嘆し︑ばってきした︑かれらの忠

表﹂というものはすべて独占資本グルー

握られている︑第二K ︑乙の﹁労働者代

独占資本家とその代理人の手にしっかり

全な統計によれば︑工業復興会社が設立

﹁非国有化﹂された︒イタリアでは不完

の対象となり多くの国有企業と株券が

されたため︑国有企業独占資本家の争奪

有企業が復活し︑固定資本が大いに更新

は一九五四年から一九五五年にかけて国

独占資本家に良いとられた︒西ドイツで

いさげられたが︑その︐ヲちのほとんどが

ブルクョア国有化はいかなる万式をと

ともに独占資本家の利益のためである︒

を民間独占資本に売りもどすにしても︑

有化や実施するにしても︑また国有企業

ぎなかった︒これでもわかるように︑国

ず︑売り値はわずか一五O 万ポンドにす

が二六O 万ポンドであったK もかかわら

さげた二つの国有製鉄所は実際の価値

ギリス政府がもう一つの独占会社に払い

五七O 万ポンドだった︒おなじ乙ろ︑イ

ものでは決してない︒それはなんらの嫡

きた一息つく時代が来た乙とを意味する

化は労働者階級にとってかねて期待して

っさり一言つてのけたものである︒﹁国有

リアムはイギリスの労働者K むかつてあ

っていた頃︑労働党員フランシス・ウィ

九四八年︑イギリス労働党が政権をにぎ

賃銀はあいかわらずひじように低い︒一

名まであった︒国有企業の労働者の実質

気で死亡する者は年々七OO から八00

︑もし﹁労働者

クピをすげかえる乙とができるからであ

に払いさげられた国有株券は前後四九一

されてから一九五八年まで民開独占資本

κ

ても国有企業にたいする独占グループの

る︒だから︑飾りものをそえるといっ

古くさいたちおくれから立直ったものが

業は︑国家の多額の投資によってもとの

とる︒民間独占資本に払いさげられる企

なく︑国有企業を払いさげるという形も

には︑企業を買いあげるという形だけで

で民間独占資本家に売りもどす ζとであ

値で買いあげる一方︑国有企業を安い値

た︒国有化とは︑国家が民間企業を高い

もなく大独占資本の財産になってしまっ

時中に創設した企業の大部分は︑戦後ま

措置がとられている︒アメリカ政府が戦

え︑国有企業を独占資本家に払いさげる

たちで国有企業務︼創設したアメリカでさ

国有化をお乙なわず花︑政府投資のか

者の労働強度がぐっと高まった︒たとえ

れを立証している︒国有化ののち︑労働

世界大戦後の事実はじつにはっきりと乙

つわりであり恥しらずであるか︑第二次

と吹聴しているそのデタラメがいかにい

義的国有企業は﹁搾取をなくした﹂など

果である︒右潔社会民主主義者が資本主

は︑そのもたらすものはまったく逆の結

る︒ところが︑広はんな勤労者にとって

占資本氏莫大な利益を︑もたらすものであ

勤労者を搾取する一一種の手段であり︑独

るにしても︑独占資本が国家を利用して

を民間独占資本に売りもどす ζともふ

な結果らもたらした︒国有化(国有企業

ばかりでなく︑広はんな勤労者にも不利

ブルジョア国有化は国有企業の労働者

わえるのである︒

国家の行政官吏という肩書きで弾圧をく

え︑もしも労働者が反抗すればただちに

でほしいままに労働者階級は攻撃をくわ

る︒資本家は﹁社会の利益﹂という口実

い︑以前よりもっと不利な立場におかれ

国有企業の労働者は資本家との闘争のさ

に呼びかけることを意味している﹂と︒

償も要求せずもっと懸命に働けと労働者

O 億リラにたつした︒

多い︒多くの企業にとって︑国有化を実

る︒たとえば︑アメリカのユタ州フエネ

ば︑イギリスの石炭湾業は技術設備がか

険をひきうけてやることである︒戦後︑
けた︒またリパブリック・スチール会社

ル会社はそれを四八五O 万ドルで買いう
者の労働強化にたよっており︑一九五二

わっていない条件のもとで︑おもに労働
ア国家はあらゆる方式でブルYヨアの財

くめて)を実施するにあたり︑ブルツョ

ブルアョア国家が独占資本に奉仕する

︒

施する乙とは︑その実︑ブルジョア国家

パ市のある大工場は国費二億ドルをつい

ふり40

が国庫の資金(つまh︐人民が納めた税
やしてつくられたものだが︑US スチー

支配にはす ζしもさしさわりがないので

資本を更新し︑かれらのために投資の危

金)をつかって︑資本家のかわりに固定

多くのブルツョア国家は国有化を実抱す
勤労人民の貧困化はいっそうはげしくな

布をふくらませるが︑乙のため広はんな

る︒それというのも︑ブルヅョア国家は

一九四七年にくらべて一六パーセントも
ひきあげられた︒国有企業の労働条件は

リスのブルジョアジーが全国有企業部門

旧経営主に補償金(統計によれば︑イギ

年の労働者びとりあたり年平均採炭量は

けたヵ︑不は九一OO 万ドルにもたつして
極度に悪化し︑労働傷者はふえる一方で

からうけとった補償金は総箱約二五億ポ

ルで貿いうけたが︑国家が乙の工場K か

リスは一九五二年から一九五三年にかけ
いた︒イギリスでは︑乙とし一月中旬︑
ある︒イギリスでは一九五五年炭鉱労働

ンドに達した)為一支払うため大量の悶償

はシカゴ附近の冶金工場を三五OO 万ド

て黒色治金工業といちぷ運輸業の国有化
政府が独占資本家に払いさげた三つの国
者の三分の一が負傷し︑四二五名が死亡

るとともに国有企業を民間独占資本に払

を廃止した︒オーストリアでは一九五七
営鉄鋼会社の資斉総額は八五O 万ポンド

いさげる措置をとった︒たとえば︑イギ

年にクレヅツトアンシュタルト・バンク

わりうるものでもない︒一方では右翼社

ゐ-発行するので︑必然的にインフレlι

しているが︑しかし︑ブルジョア国家が

会民主主義者も同様に独占ブルツヨアジ

した︒採炭工業のうち︑年々登録された

ゆらい﹁ブルジョアジl ぜんたいの共同

炭肺患者がのべ人員四000 人︑ ζの病

乙う指摘している︒﹁生産手段の私有が

ルUョクーが国家の経済動脈を握って︑

!の下僕であるし︑その他万では独占ブ

にのぼったが︑独占資本家がこれらの工

維持されている場合には︑生産の独占化

ルジョアジーの勤労者を抑圧し︑搾取す

の事務を処理する委員会﹂であり@︑ブ

フェライン︑ランデルパンクという二つ

ヨンを激化させ︑このため貨幣価値はい

と国営化の強化をめますこれらすべての

場ぞ買いうけるのに支払った額はわずか

っそう下落し︑物価はいちだんと騰貴す

方案は不可避的に勤労大衆にたいする搾

の国有銀行の阿O パーセントの株券が払

るのである︒ブルフョア国家はまた国債

取と︑抑圧の強化︑搾取者に対する反抗

なかに自己の代理人をおくりこひばかり

己の支配下K おく︒かれらは政府機構の

になると︑独占資本は完全に国家を自

である︒エンゲルスもかつて桐摘したよ

志の具体的な遂行者にほかならないから

が政権の座にすわるにしてもかれらの意

を決定する力があり︑権力がある︒だれ

る機構であるととは︑現に人びとが自に

利子(イギリスの石炭時業の旧所有主が

の困難の増大︑反動と軍事的専制を件

でなく︑自分じしんが出馬して国家の要

め︑かれらはブルリジヨア国家の根本政策

一九四じ年にうけとった利子は一五一二

ぃ︑これとともに︑不可避的に住民中の

利潤を信じられないほどに明大させ︑幾

職につくようになる︒ ζれは第二次世界

経済生活の至高の支阻者である︒そのた

万ポンド︑発電所の株主にちが一九四九

他のすべての屑を犠牲として大資本家の

十億の公債利息の支払いという資本家へ

しているところである︒帝国主議の段階

ドにたつした)を支払い︑国有企業の欠

年にうけとった利子は約一三OO 万ポン

損(独占資本家に牒価な商品と役務を提
の貢物K よって幾十年ものあいだ勤労大

うに︑﹁近代国家は︑どんな形態をとろ

い︑国有化した殺備を更新するために政

であり︑資本家の国家であり︑理念上の

うとも︑本質的には資本主義的な一機様

供する乙とによって行われた)をおぎな

大戦いらい︑主要な資本主義諸国に見ら

総資本家である︒近代国家が生産諸力を

衆を債務奴隷とする﹂②︒現在の事実

その所有におさめればおさめるほど︑そ

府の予算支出をふやすので︑必然的に労

れはますます現実的な総資本家となり︑

れる普遍的傾向である︒アメリカは﹁民

が︑ほかならぬこの国で支配機構は︑かっ

ますますひどく国民を搾取するようにな

主主義社会﹂の手本などといわれている

国有化の性質は国家の性質によって左

ちりと独占資本K 握られている︒ケネデ

は︑レlニンのこの断定の正しさをいっ

右される︒ブルジョア国有化が独占資本

働者の税負担をいっそう重くするのであ

八年から一九五六年にかけて︑労働者・

家だけに有利で広はんな勤労者に不利で

る︒労働者はあいかわらず労働者であ

そう明確に立証している︒

職員の間接税と強制積立金は十倍ちかく

ィ政府の主要なメンバーのうち︑大ブル

り︑プロレタリアである︒資本関係は揚

る︒たとえばイギリスのばあい︑一九三

にふえた︒目下︑各種税負担額は労働者

ジョアが半分以上をも占め︑その他の

ア国家の機構も粉・仰せず︑国家権力の性

しすすめられる﹂①のである︒ブルジョ

あるのはザブルジョア国家が独占資本に

﹁中道左派﹂政府の閣僚(総理をも合

質もあらためずに︑ブルツョア国有化が

の取入のほとんど二五パーセントを占め

hU)

棄されない︒むしろそれは極端にまでお

ルジョアの利益を代表するキリスト教民

り︑独占ブルフョアジlk 不利であるな

労働者階級と広範な勤労者に有利であ

タリアでは︑ファンフアlニのいわゆる

ア固有化を美化しているのは︑まず第一

主党員で︑のこりの数人もみな事実上フ

どとどうして組定できるだろうか︒﹁社

ものもみなかれらの一族郎党である︒イ

担の増大と物価の暴騰によって労働者の

に︑かれらがブルヲョア国家の性質を歪

ルジヨアジlの利益を代表する党派から

ゴスラビアの現代修正主義者がブ中ジョ

実質賃金はいくらもあいからなかった︒一

ヨア国家を一一種の趨階級的なものだとい

曲しているからである︒かれらはブルジ

出ている︒いうまでもなく︑独占資本家

して組定できるた伝うか︒

会平等﹂の目標に到達しうるなどとどつ

飼いならされた道具だからである︒ユー

九五七年︑イ々リアの勤労者の実質賃金

い︑﹁もはや資本主義社会におけるある

がみずから出馬せず︑基本的K はあいか

ている︒おなじ期聞に︑イギリスの小売

は戦前のレベルの六O パーセントそ乙そ

階級の機構ではなく︑乙の階級の特殊な

わら すかれらの代理人に政権をにダらせ

り価格は二倍余りにはねあがった︒税負

乙であり︑一九五八年のあともあまりあ

利益を反映したり︑ょう部出したりするも

る ζともある︒非常事態に直面すれば︑

F

二四名のうち一九名が大地主と大フ

がっていない︒いまフランスの勤労者が

のではない﹂といい︑あるいは右翼社会

さらに右翼社会民主主義者を出陣させ

が︑だからといってブルジョア独裁とし

国有化のあいことなる性貿易)町内別する ζ

く認識し︑フルグョア固有化と社会主義

ブルツョア国有化の経史的役割を正し

ての国家の性質が変ったわけでなく︑か

て︑矢面に立たせる乙とさえある︒だ

F

一九三八年当時の賃銀を手にいれるには

民主主義者のいうように︑すでに﹁全社
奉任する﹂機構になったといってい

一九三八年より二五パーセントも多く働

4

社会民主主義者はブルジョア国家を美食

ユlp スラピア現代修正主義者や右翼

ゐ︒

会

κ

かなければならない︒
ブルジョア国有化が広はんな勤労者に
不利な結果をもたらす乙とについては︑
レlニンは早くも四十余年前ついさのよう
にはっきりと論証していた︒レlニンは

18.
19

ア国有化は一般的な改良の措置ではな
ブルツョア国有化の実質をかぎりたて

している︒

ア国有化などによって資本主義から社会

l一味を代表とする現代修正主義の創造

ることは︑決してユーゴスラビアのチト

とは︑ブルクヲア国有化を分析する非常

宣伝している︒かれらはまた︑独占資本

ではない︒早くも四十余年まえ︑旧修正

てブルジョアジーのためK 犬馬の労をと

の支配を廃棄するため全生産部門の国有

主義者はそうしたものであった︒第一次

く︑﹁社会主義的要素﹂をもっ措置であ

フルヅョア国有経済のある程度の発展
はたに資木主義のものであるにす色す︑

化をかちとるともいっている︒その実︑

世界大戦の期間︑とくに偉大な十月社会

主義への一移行﹂を実現させる ζとは絶

は現代資本主義社会の一一砲の客観的な趨
社会主義国有化ではけっしてありえない

資本主義国家の国有企業は全く社会主義

主義革命以後︑資本主義の全般的危機が

り︑一社会主義へ入る第一歩﹂であると

勢である︒その発展によって︑生産屯の社
というのがマルウス・レlニン主義者の

でないばかりでなく︑会一産業部門の国有

対に不可能である︒また︑かかる国有化

会化は資木主義制度のもとで到達しうる
見万である︒レlニンは﹁党綱領の改正

化も幻想にすきない c数多くの事実が明

に重要な分野である︒

最高の水準にたつした︒乙れはとりもな

K よせて﹂という一文のなかではっきり

おさず︑社会主義のために物質的基礎を

が︑﹁ソビエト共和国﹂(プロレタリア

とはできない︒・:・わが党の四月協議会

主義K むかつてすすまずには前進する乙

社会主義K 移行する︒革命時には︑社会

のさいには︑国家独占資本主義は直接に

ている︒一革命の状況のもとでは︑革命

とこ

政治形態)のスローガン

ったい許さない︒とくにそれらの肝心か

的多数の企業は一国有化﹂する乙とはぜ

けるにじであって順調に進んでいる圧倒

なった一部の部門を国家主高価で売めつ

でに高い利潤をむさぼる乙とのできなく

にとって非常に有利な条併のもと花︑す

示しているように︑独占資本家はかれら

エルを顕とする)なるものまでつくっ

キl︑オーストリアではオツトl-パウ

化委員会﹂(ドイツではカlル・カウツ

ツやオーストリアの社会民主党は﹁社会

極力ブルツョア固有化を宣伝した︒ドイ

これら国ぐにの右翼社会民主主義者は︑

を社会主義革命の道からそらすために︑

国ぐにには革命の危機が発生した︒大衆

はじまった︒当時︑ヨーロッパの多くの

問題を提起し︑つ百のようにのべ

ートの独裁
なめの部門をかれらはあくまで握ろうと

て︑ブルジョアツーに手をかし︑人民

ω

る︒ブルジョア国有化はまた︑広はんな

と︑銀行やシンジケートの国有化のスロ
しているブルジョア国有化はただ独占資

大衆をだました︒だが︑ブルジョアジー

準備するものであって︑プロレタリアー

勤労人民の貧困を深め︑階級矛盾をはげ

ーガン(社会主義への過渡方策のうちの

ばかりでなく︑かえって有利であるとい

本グループの国民経済支配に影響しない

マルクス・レI ニン主義者の目からみ

件である︒

しくし︑労働者階級の革命化をうなが

社会主義公有化を実絡するのに有利であ

トが政権を寺い取ったのち︑生産手段の

アートの社会主義革命にとって有利な条

す︒乙うした乙とは疑もなくプロレタリ

とを考慮に入れたものである﹂⑤︒

基本的なもの)をかかげたのは︑このこ

ω

めに物資的前提を準備し︑客観的に社会

れば︑ブルツョア国有化は社会主義のた

消滅とはいえない)のではなくて︑その

ア固有化は独占資本を弱める(なほさら

と抑圧をくわえる手段である︒ブルジョ

家の名のもとに勤労大衆にたいする搾取

た措置であり︑独占ブルツョアク1. か国

ないとい-フ条件のもとに︑ブルジョア国

く︑ブルジョアジーの国家権力に抵触し

で社会主義革命をおしすすめるのではな

ア国有化

それらを混同している︒また︑ブルジョ

の根本的に奥った性質を区別しないで︑

らはブルジョア国有化と社会主義国有化

ニン主義者の立場と正反対である︒かれ

する現代修正主義者は︑ 7ルクス・レl

らは︑発達した資本主義国家のばめい権

すでに重要な問題ではなくなった︒かれ

てみれば︑権力を奪いとるという乙とは

するというのがそれである︒かれらK し

構を粉砕して︑プロレタリア独裁を実施

な条件K 紋けていた︒ブルジョア国家機

を想定したが︑しかし︑もっとも根本的

社会主義へ﹁移行する﹂いろいろな方案

修正主義者はフルヅョア固有化によって

スうヒアのチトl一味を代表とする現代

う条件のもとでのみ実施される︒ユーゴ

資本主義国有のいっさいの矛盾が極度に

本主義の全般的危機が日ましに深まり︑

大戦以後の乙とである︒乙れは戦後の資

にたつしたのは何といっても第二次世界

ってわめきたてた︒だが︑それが最高潮

化の問題をもち出し︑前よりやっきにな

主義救済の処万婆としてブルジョア国有

と︑右翼社会民主主義者がまたもや資本

慌が爆発し︑全資本主義世界を席捲する

三年にかけてかつて見ない重大な経済恐

ぶれてしまった︒一九二九年から一九三

﹁委員会﹂はなんらの成果もあげずにつ

の支配的地位がいちじ安定すると︑この

ユーゴスラヒアのチト1 一味を代表と

国民経済にたいする支配を強めるのはゐ

有化とその他のいわゆる一改革﹂をつう

発肢の第一段階ではなく﹂なったと公一言

力をかちとる乙とはもはや一社会主義の

主義革命巻促進する役割をもっているに

る︒ ζのため︑ 7ルクス・レlニンギ義

じての社会主義への﹁平和的生長﹂をた

が自己の反動支配を維持するためにとっ

しても︑乙れはやはり独占資本グループ

者はいつも草命の観点からブルジヲア国

くらんでいる︒かれらは極力︑フルジョ

もたらす有利な条件をつかん

有化問題をみている︒プロレヲリア事命

ω

とプロレタリア独裁がなくてはフルヅョ

二五O 頁︑大月書活︒
﹃ロシア社会民主労働党(ボ)第七
回(四月)全国協議会﹄︑﹃レlニ

0

ン全集﹄二四巻︑ロシア語版二七七
頁︑日本語版三一八賀︑大月書庖
マルクス・エンゲルス﹁共産党宣
言﹄より︒

の 7ボロシになってしまったの
を惜しんでいるのであろう︒む
かし︑大英帝国はなやかなりし
頃︑ときのビクトリア女王は横
暴にも当時ケニア領(イギリス
植民地)に属していたアフリカ
の最高峰キリマンジャロを誕生
祝のプレゼントとして甥のドイ

重い持難の道各歩んできたタン

いま歓声をあげているのは︑

かはない︒

て道遠し︑歎然と引きさがるほ

んにち︑縞民地主義者は日暮れ

ツ皇帝に贈ったといわれる︒こ

①白

ガニ1 カ人民である︒かれらは
長年のたたかいを経て︑ついに

﹃'J

一青年に出合い︑かれは︑悲憤

る一小都市の飛行場で︑当地の

途中︑ビクトリヤ湖の南岸にあ

わたしたちが︑モシへむかう

なかった︒)

らかに歓声をあげたのも無理で

宣言されると︑かれらが意気高

た︒そのためにいったん独立が

酷な植民地支配に苦しめられ

トガルやドイツやイギリスの残

かれらはつぎからつぎへとポル

がアフリカに侵入してからは︑

圧迫したが︑西方植民地主義者

インド人らはいずれもかれらを

かに︑アラブ人︑ペルシヤ人︑

わったのだ︒(八世紀からこの

アフリカの独立国家の陣列K 加

ロコ︒

四三頁︑日本語版一六六頁︑大月書

lニン全集﹄二六巻︑ロシア語版一

﹃党綱領の改正によせてい︑﹃レ

一一良︑大月省出︒

ス・エンゲルス選集﹄一四巻︑四七

﹃反ヂユ1 リング論﹄︑﹃マルク

出してじまったのである︒ ζんげ一ち被抑
圧人民と被抑圧民族がいちピんと目ぎめ

巻︑ロシア語版二O 六頁︑日本語版

尖鋭化したため︑資木主義制度がすでに
非常切不安定になったからでみる︒乙の
ているとき︑ユーゴスラヒアのチトl一

き企てはかならず失敗におわるにちがい

国主義﹄︑﹁レl ニン全然﹂二二

①﹁資本主誌の最高の段階としての俗

eJBphv

t︑︒

味を代表とする現代修正主義者の恥"すべ

ような状態で︑独占資本グル¦づは一方
ではより多くの改良的賠償{例えば︑国
有化︑社会福利)を実施して階級闘争の
情勢を緩和するとともに︑他方では敗防
的な宣伝に拍車をかけ︑こんにちの資本
主義はすでに過去とは違い︑すでにいわ

陳
代が︑もはややって来ない過去

族

ゆる﹁人民資本主義﹂︑﹁福

も︑ ζの呼び声を耳にした︒
だれも ζの言葉に愛情をもち︑
乙れにかいれりない誇りを感じて
いるのだ︒一九六二年十二月九
日︑タシガエlカの独立宣言か
らまる一年自に︑一障の砲声に

ギリス帝国の最後の総督は︑

追い立てられるようげ比して︑イ

ζの国を去っていった︒見送り

にきたイギリス人のなかには涙
をながしているものが多く︑広
範は人民大衆が﹁ウハ¦ル﹂の

て︑いかにもあまやかな対照で

歓声ぞあげているのとくらべ

あった︒泣くものは︑帝国主義

の

っている︒かれらはまたや

カ

②
③

ンガニlカでは︑どこへ行って

一

一祉国家﹂などになったと言

っきになって労働者階級の

カ宇

③

/:-.
，.t;、

中の代理人をそそのかし︑

一九六二年十一月三十日から十

、，圃固・・

者の勝手きままにふるまえる時

浜

いろいろな幻惣を散布する
のに拍車をかけ︑労働者階
級と広はんな勤労者の革命

二月十四日まで︑ちょうどこの

わたしが︑中華人民共和国文

る aユーゴスラビアのチト

東アフリカの年若い共和国が独

的な意志を弛緩させ︑壊滅

ー一味を代表とする現代修

ンガニlカ共和国を訪れたのは

正主義者がブルツョア国有

立一週年を迎えた前後のことで

化友好代表団のひとりとしてタ

化問題についてわめき散ら

たことを︑す ζし書いてみた

現地のスワシリ語でウハlル

Ehv

︑︒

た︒つまK ︑わたくしが見てき

が︑印象はとてもあまやかだっ

ある︒とく短い旅ではあった

に ζたえたものにほかなら
ない︒かつて旧修正主義者

てもプロレタリア革命を食

が人民をだます手管を使っ

の犯罪的な目的をとげる ζ

いとめ︑取り消すというそ

とはできず︑逆児被徒とし

﹁独立﹂の意味にも通じる︒タ

といえば︑﹁自由﹂を意味し︑

)v

ョアジlの乙のやうな要求

しているのは︑独占ブルヲ

命を掲回しようと企ててい

シ/

K 瀕した資本主義制度の運

タ

ての正体をすっかりさらけ

ウ

20
21

、
J

ど︑わたくしたち

のでゐる︒ちょう

パケの皮をはぐも

た狼﹂は︑容易に

一新独立国家に接するとは絶対

真正銘の平等と友好的な協力で

﹁いかなる帝国主義国家も︑疋

をたかめなければならないの

めにひとびとはかならず野戒心

ないのは明らかである︒そのた

った︒ついでに︑わたしを鰐ろ

誌のために mt設されたのだと分

イツ人やイギリス人ゆ遊覧と遊

と︑わたしは︑ ζの都市がド

て経営されている︒二日もたつ

ほとんどヨーロッパ人によっ

が︑早きに失す
一万九000 余フィートもある

は前述のアフリカ飛高昨︑海抜

ナは乙ちらの賎民の主食になっ

る︒きくと ζろによれば︑バナ

十木ーも町えるという乙とであ

力がなければ︑ア

アフリカ諸国人民連情会議を開
げむ一方︑パナナ︑コーヒー︑

何か別の万法を講じなければ︑

配力をもっているから︑もっと

ではイギリス人がまだ大きな支

とったとはいっても︑経済の商

たくしたちはすでに独立をかち

とさえ出来なかった︒いま︑わ

ランなどは原住民たちは入るこ

行場とか高級ホテルとかレスト

を得なかった︒それまでは︑飛

る反抗に南面して︑後退せぎる

は︑人民のますます強まってく

あった︒イギリス随民地主義者

訴えた︒﹃一九五四年のことで

義者の罪一惑をわたくしたちに

燦慨しながらイギリス植民地主

している︒どが︑﹁羊の山はや着

大衆の耳目をおおいかくそうと

いろいろと手練手管をつかって

しようとやっきになっており︑

ている困難にツケ ζんで︑侵入

アフリカの新独立国家が高而し

ている︒アメリカ帝国主義者は

者よりはましである﹂と︑いっ

いるので︑イギリス植民地主義

教師として幹部訓練に助力して

はヲンガニlカにやってきて︑

いる︒アメリカの﹁平和部隊﹂

を必要とし︑技術を必要として

﹃わが国はいま︑切実K 幹部

い認識に紋けている︒かれは︑

義者の侵入についてはまだ正し

キリいえば︑新らしい植民地主

おいくたの仕事をやらねばなら

対するたたかいにあたって︑な

を叫ぴ︑新︑旧楠民地主義に反

タンガニlカ人民がウハlル

目に山道ったのである︒

のその他の独立国家でも同じ愛

った︒このヤンキーはアフリカ

きれながらこっそりと去って行

なく︑燃えつくような太陽に照

身をひそめたきり降りる労気も

国境にきたとき︑飛行機の中に

と︑乙の帝国主義の一日一那﹂が

の入境を許可しなかった︒その

ニlカ政府は︑そのアメリカ人

な憤怒をまきお乙した︒タンガ

家に当然のことながら︑大衆的

た︒乙れはアフリカの独立諸国

ているのに反して︑乙乙では︑

どインド商人によって経営され

ほとんど全部といってもよいほ

でわたしたちが︑見た小売尚は

いという乙とである︒他の町村

ンガニlカの他の都市よりも高

比率が︑わたしたち

でのヨーロッパ人の占める人口

である︒第二の印象は︑こっち

ロ山と対照的に映っている乙と

ラキラと︑きらめくキリマンジャ

ており︑万年雪につつまれてキ

小さいながらもかなり確然とし

組織された︒協同組合川町組織さ

もとで︑すでに全国にわたって

たが︑いまでは︑政府の支持の

め︑自発的に協同組合を純織し

の極端な中間搾取に反対するた

そのうち℃も主としてインド人

じめて現地の農民は︑仲良人︑

わたしたちに﹁一九五O 年には

をもっている)の一責任者は︑

なり見映えのするビルディング

コーヒー協同組合連合本部(か

業務としている︒︒モシにある

経済作物の買付けをその主要な

その第一印象は︑乙
ω 都市は

お販売価格の八O% ほどをまる

他の経費をきしひかれでも︑な

てからは︑必要な手数料とその

られた︒ととろが︑組合ができ

ンl 以上も中間搾取で帥聞きあげ

れるまでは︑農民は六O パ!セ

る︒同時に︑コーヒーと棉花の

経営する農園に独占されてい

栽培は大部分がイギリス資本の

どである︑どが︑叶イザル麻の

ても︑なおそれには及ばないほ

コーヒーと綿花の生産高を合せ

践高の五分のニを占めており︑

サイザル麻であり︑全世界の生

地帯に道路を舗装したり︑生活

画を呼びかけ︑集団のカで正陵

独立と︑政府は﹁自力更生﹂計

付けの積極性にもかけていた︒

収入も少く︑また経済農作物作

たわけである︒当時は︑住民の

情に比べればおおいに改善され

収入がある︒乙れは十年前の事

0 ポンドから三0 ポンドの現金

り︑一年に各世帯平均︑英貨ニ

の中には︑むかしの英国総督府

海岸沿いに建てられている︒そ

民地高級官更の別荘は大部分が

使用していたヒルデイングや植

できゐ︒イギリス植民地当局が

うちかえす晋を耳にすることが

で海風の吹きすきぷ音と白浪の

設がなく︑市内はいたると乙ろ

すかぎり果てしがない︒港湾施

る︒﹂

集中するのは無意義であ

新しないで︑農業に力を

い耕作方法と生跨様式を革

とにきめに︒われわれが古

を最も重要な地位におくと

をたてるK あたって︑農業

たちが組織したもので︑輸出用

まる手に入れることができるよ

取引は現在もなほ大部分が外国

行ったタ

うになった︒一一二ポンド入り

商人の手に握られている︒

の民族自身

ということは︑わたしたち
口問格をきずき
があり︑いまでは︑すでにタン

したちは︑ ζの事業に全心

あげる乙とでもある︒わた

ω
ガニlカ共和国の大統領府

﹁正しく国家を建設する

粒コーヒーを例にとれば︑現在

がえしている︒

衣

条件の改善に小型レンガ工場な

全れいを打ちこまなけばな

κ

どを建てた︒

わたしたちが︑乙乙を立去る

タンガニlカ人民と全世界

らない︒わたくしたちは︑

わたしたちが︑ある日︑キリ

ス・ニユ1 レイリl 博士の大統

数日前の十二月九日︑ツユリア

民の手に残る分は一九0 シリン

と農村の差別︑人民の生活条

の人民との友宜と協力の雰

新独立国家の乙のような都市

件︑民族経済の発展途上の困難

領就任式とその他の祝賀行事が

えを樹立しなければならな

閤気の中で生きていく心構

マンジャロ山峰の丘陵地帯に住

そのとき六十の坂をこえたある

などといった歴史的︑社会的条

挙行されたが︑わたくしたちも

むチヤガ部族の農家を訪ねた︒

一ポンドの価格がいくらするか
の地を統治してから

老人は︑ドイツ帝国主義者が乙

その儀式と祝典に参加を許され

ッパから輸入する精製コーヒー

調査してみなかったが︑しかし

は︑中国人のひとりとして容易

件に原因する根本問題について

様子を腕

協同組合という団休は︑広範な
ぎからつぎへと話してくれた︒

曲ながらも水が流れるようにつ

ω

農民たちが過去に受けた残酷な

いのである﹄と︒

て中国とタンガニlカ両国の文

わたしたちは︑タンガニl カ

化協力協定に調印したあとの満

た︑その翌日︑大統領は議会で

理解する ζとができる︒いま

主義のあとをひきついだば

ちたりた気持ちでダルエスサ

乙の地に住む人にちは︑あると

かれらの苦じい労働と根強い

かりであるだけに︑まだま

ラlムを駿れた︒わたくしたち

かに積極的な作用があるといえ

屋K 二︑三所帯がいっしょに住

る乙とができよう︒

闘争力は︑当然の成果ぞかちと

だ植民地主義時代の不正︑

は︑タンガニiカ政府の友好的

人民を祝福する願いを胸にひめ

きくところによれば︑全タン

んでいる︒土地の多くは荒れる

わたしたちω7 ンガニlカに

人種の差別をぬヤいきって

で懇切な歓待に感謝しながら

施政演説を行なった︒かれの演

ガニl カには︑目下のと ζろ︑

がままに放置され︑その・ヲえ労

おける旅程は︑タルエスサラl

いない国家のひとつであり

ダルエスサラ1 ムに別れを告げ

説について︑わたしはいまでも

前述のような性格をもっ祢同組

けに各世帯はせいぜい二︑一ニエ

ムに始まって︑この地で終っ

檎民地主義からくる類廃と

タンガニl カ人民は立ちゐがっ

合はも︐っすでに︑四O 万の組合
員をもっており︑乙の他に八O
O 余にのぼる初級協同組合と︑

ーカーばかりの土地を耕作して

た︒ことはインド洋沿いの海岸

罪悪は追放されなければな

たのである︒

連合本部四O ヵ所が組織されて

いるにすぎない︒四十年ほど前

に建てられた首都であり︑人口

らない︒﹂

きはそちらへ︑あるときは︑乙

いる︒一九六二年︑政府の提唱

からやっと経済農作物
ω 栽培を

は二一万八000 人ほどある︒

ちらへと絶えず移動して草葺小

のもとに︑全国協同組合連合本

栽培をのぞいて︑毎年各所帯と

手はじめに︒自家食用

束手に見えるインド洋は︑見渡

ω

作物の

ラl ム

﹁政府は三ヵ年発展計画

﹃タンガニ1 カは植民地

憶している︒

rφ︒

た︒左様なら¦ダルエス叶ラl

友好的な協力の精神にもとずい

わたしたちは︑また真の平等と

てダルエスサラ1 ムを離れた︒

部が成立した︒協同組合の主要

も粒コーヒーを二00 ポンドか

つきのような諸点をハツキリ記

経営品目は︑コーヒーと綿花で

ら三00 ポンドばかり収穫があ

御気嫌ょう!ダルエスサ

ある︒しかし︑全国の農産物の

力に飲け︑農業技術も低いだ

うちで︑生産高の最も多いのは

400

κ

搾取を軽減する意味では︑明ら

グにもなる﹄︒わたしはヨーロ

の出荷価格二三二シリング︑農

ω

入している︒乙の組合は原住民

乙の問題は解決できないと話し

って現地を訪問した︒

てくれた﹄と︒だ︑か︑かれはハツ

モシ附近の農民は牧産業には

いたために︑その名は一腕世界

の農民連はすでに協同組合に加

綿花をも裁培している︒ ζちら

ているそうである︒

指導するととが出
中に知れわたった︒わたした

フリカ人は自国を

来ない﹄と︑のべ
ちは会議前後の約二週間にわた

で︑ざいさん︑第三回アツア・

キリ 7ンヲヤロ山の鎚にある町

のに︑同じ値段でバナナが︑二

の値段は一箱二0 ペンスも要る

れているスエl デン製の 7ツチ

かした印象の第三は︑町で売ら

の訪問中に︑アメ

にあてにしてはならい﹂と︒

リカ上院議員E ・
リンダl は恥知ら
ずにも﹃アフリカ
では︑かなりおお

、

人口一三︑000 余りのモシ

こJ

る﹄︑﹃白人の助

くの国が独立した

毛
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タンガニーカ音頭を踊るチャガ族の娘たち

ラオス

米国

入軍はいつもアメリカ空軍の援

撃は日に日にはげしくなってき

地方でも解放地区にたいする襲

も大攻勢を展開した︒その他の

ン州北部のパン・ビェン地区に

はシャンコ!ン州とピェンチャ

するため︑ハり 7ン国務次{刊を

オスにたいする干渉問題を得議

回にもわたって召集し︑またラ

員会をわずか三日間のっちに二

制定機関である国家保障会議委

議するため︑アメリカ民高政策

る︒ケネディはラオス情勢を討

やっきになって書きたててい

聞が実力の表示と軍事的干渉を

るゲリラ軍は︑アメリカとベタ

昨明解般軍という名で知られてい

ううつな日々を送っている︒民

ところ︑これら吸向鬼たちはゅ

油を買いとっていたが︑いまの

ヵ・コ 1うよりも安い値段で石

り︑ヤンキーたちはそとでコ

ラダイスとよばれたものであ

はかつてロックフェラー家のパ

るであろう﹂との警告をうけ

らば︑解放軍はかならず報復す

ベネズエラの内政に干渉するな

は﹁もしアメリカがひきつづ︑き

れ︑アメリカ大使スチュアl 卜

館付陸軍武官の家も一回襲撃さ

攻撃をくわえた︒アメリカ大使

は背都で政府軍にたいし一連の

ている︒これらの各戦線では侵

助を受け︑解放地区後方のサパ

一方ラスク国務長官は-つオス国

ロンドン︑パリーに派遣した︒

武袋力は日一日と大きく生長し

武力蝉圧にもかかわらず︑その

ンコオルト政府の気狂いじみた

ら遊離している︒武装闘争はベ

府はこわれ易い軍事機械にたよ

のべている︒﹁ベタンコlト政

ルの﹁リガ﹂誌はつK のように

ゲリラの活動K ついてブラツ

︑J

ナケット集団にも武端部誌が空

際監視委員会を恕用するため︑
ている︒

ネスエラ人民のゆくべき道であ

から投下されている︒

その委員会の精成国であるイン

としてフアルコ州戦役での政府

り︑かれらのとらなければなら

露骨な干渉

ド︑カナダ︑ポーランド

軍の失敗を挙げることができ

ない唯一の道でもある﹂と︒ベ

パナ宣言のつまの言葉が真理で

ネズエラ人民はすでに第二回ハ

ワジントンからの示唆によっ
てラオス国境周辺でアメリカ軍

にも会見した︒ボール国務次官

る︒数例月の準備のあと約八0

メリカ人将校はコロ山にあるゲ

ある乙とを証明した︒﹁人民の

っているにすF ず︑全く人民か

とラオス反動派はあきらかに軍

はおどかしのコトパを使って

00 名の反動軍と軍事顧問のア
リ一つ軍の基地に釘子戦術の攻撃

オスの情勢はますます悪化

ベトナムとタイ国の軍隊もまた

事的協同行動をとっている︒南

﹁アメリカはおそらく弓オスへ

を加えた︒かれらは愛国者たち

ころ︑併働者と農民にたいして

行くべき巡の閉

-7

しつつある︒ケネディ政府は現

リジュネーブ協定をふみにじり︑

軍隊を派遣する可能性からは除
外されないだろう﹂と脅迫して

にたいする大衆の支持と補絡を

ζの事実を物語る堤近の一例

地の手先どもをつかって弓オス

ラオス領土内に侵入し︑サパナ

﹁掃蕩戦﹂を行っている︒これ

侵略者どもはついに牙をひき

たちきるため︑農民たちにたい

特使

を再び全両的内戦に引きずり込

ケット州内の解放地区にたいし

には︑弔実上ジュネーブ協定ぞ

て桐揮されている︒タイの軍隊

らの部隊はアメリカ将校によっ

だした︒かれらはまたもや東南

して無差別爆撃と白色テロをお

ω

し乙の醜い陰謀が失敗したとき

もフとしている︒一方では︑も

ふみにじってでも軍事的冒険K

アツアで新しい軍事トパクに熱

︑る︒

乗りだそうとやっきになってい
と国境警察はタイ・弓オス国境

中しているの︐である︒

は︑存在もしていないし︑また

鎮圧のはげしいと乙ろ︑ヤンキ

されていると

つでも出動できるよう待機して

の全線にわたって附置され︑い

y

ラオスではスパナ・プ!?殿

ザ心︒

下とスファヌボン殿下とのあい

存在もしえない合法的な手段で

ーの独占支配の強いと乙ろで人・

乙の聞にゲリラ軍は敵に反撃

支配備級を一婦させることがで

だに四月十四日停戦協定が結ぼ
これらの公然たる干渉と並行

を加えた︒四月七日︑クリl ル

きるという乙とは徒労であり︑

々が知るべき最も重要な第一課

して東南アジア機構は四月二十

石油会社(US- ス者ンダlド

乙なった︒だが︑攻撃はやはり

ット一味は中立派内部の反動分

れたにもかかわらず︑サパナケ

二日南中国海で﹁海蛇﹂と称す

石油会社の子会社)の送油管は

いる︒

子と結託し︑クャ 1ル平原のネ
る海軍演習を行った︒フィリピ

失敗に帰した︒

オ・ -7オ・ハクサ y卜部隊とド
ンでも蒋介石︑南朝鮮︑タイの

ベネズエラ

ン大佐のひきいる進歩的な中立

る︒人民を編す乙とは正義でも

空組的でもあり︑妄想でもあ

米国の楽園

失われた

派部隊にたいし︑ひきつづき攻
爆弾で爆破されたが︑乙れは一

︐

HEa

協今日︑人びとの気をいらに

脚

もうご免だよ時

ぞぬリゆ間開
問たせるようなラデのあかなー関djw

t
mvhPRFRFRFFFRPRFRF智 PRFEFFRFF寝静 QFFRVFRVE

回

詰盛83 由通盛盛盛盛昔dd 盛詰盛

ないし︑正しくもない︑という

空軍の参加のもとにアメリカ空

g

時﹁政治家気質﹂ゴ・ジンジエム叫

時時勝手きままな

喝
dA 出盛盛品目﹃
ぬと評している︒即

できごとであった︒民族解放軍

カ月にも足らない間の第三回の
石油の豊富な園︑べ土ズエラ

は︑アメリカの軍事基地を持つ

l 号が大西洋に出自問した事件
国ぐにの市民にたいしてとの侵

いしろ'ものだ﹂と白状してい

ついたポ弓リス原子力潜水艦に

かすばかりでなく︑平和時代の
危険をもたらすものである乙と

略的武総が国家の安全をおびや

を裏書︑

臨lクス 7ンは︑インド人民一日百万ドルもつ区こんで胡

ったが︑ ζの潜水般はフラン
ス︑ギリシア︑レバノン︑モロ

子力潜水脈を日本から撤退きせ

臨に﹁緊迫した状態﹂を持続いる oだが︑その結果は逆臨

目ロンドン・タイムスのニ
開ュl デリl 特派員の報道にアメリカの戦争屡は︑南関

ツコを訪れたように︑トルコと

ようとする一000 万人の署

ずありえないようだが︑それゆる﹁口をあけた武器﹂戦晶
ノと同時に︑別のなんらかの術と呼ばれる手口で呼びか間

ツ将来に﹃攻撃﹄の可能性は職につかせる﹂などといわ臨

/言葉﹁::つまりなんらかと再び一家団らんさせる︑晶
:の政治的意図のために近い経済的援助をする︑また公凶

︐乙れと関連してインドのツエムは愛国的な遊撃隊に山
ユ情報機関は︑ネlル首相の﹁寛大な処置をとる︑家族制

知している乙とをもあわせが﹁政府側に殺がえるよ即
ク報じていそう﹂たくらんだ︒ゴ・3ン晶

・ありえない﹂ ζとを百も承ルを﹃えさ﹄に愛国遊撃隊鵬

/んとの特派員は︑ニュlデて︑ゴ・3ンツヱムを手先制
:リ1 当局が﹁絶対に攻撃はに使って隠力あるアッピl 除

!臆したり否定したりしてい強くもりあげる役目しかは臨
ョる﹂と報じている︒もちろたせなかったのを苦にし噸

させる必要から﹁中国側のでかえってアメ公とその健噸
一再攻撃をまととしやかに吹伊伊︼追い出す大衆運動を力開

晶よれば︑インド政府のスポベトナムの﹁特殊戦争﹂に崎

イタリアの港をも訪れることに

もっと欲しい

大砲の元金が

アメリカの軍事援助

さしている︒アメリカ原

なっている︒アメリカ帝国主義

る︒

名運動がいまおこなわれてい

よってとりかえられることにな

る︒ヨュピターは四月地中海に

一方アメリカ本国では御用新

軍の演習がお乙なわれた︒

に指揮されたサパナケット部隊

撃を加えている︒アメリカ将校

乙とである︒﹂

ポラリス核潜水艦

人民の許さぬ
海底の化物
のと取りかえたばかりでなく︑

せた︒

地中海での軍事基地をも憎加さ

は廃物のミサイルを最新式のも
タ1IRBM ミサイルをトルコ

アメリカの宣伝機関はひュピ

とイタリアから撤去するという
人民大衆はこのいわゆる﹁平

屯させられたイギリスでは︑こ

ワシントンの決定をいましきり

のとしの﹁アルダ 7ストン平和

六一年からポラリス潜水絡を駐

るための一コ 7だ﹂と叫んでい

行進﹂がおとなわれたとき︑約

和﹂に態弄されはしない︒一九

る︒が︑実際的には︑乙れは社

に美辞斑匂をつくしてほめたた

会主義陣営を北大西洋から地中

八万人がロンドンの主要な街道

え︑ ζれは﹁国際緊張を緩和す

海と印度洋を通って太平洋に至

も気づいていない人々が少しで

﹁米援﹂を﹁援米﹂といまで

もマァクナマラアメリカ国防長

で﹁ポラリス︑帰れ︑帰れ︑帰

官の権威ある声明をよく吟味す

れ﹂とさけんど︒また西ドイ
ツ︑ノルウェー︑ギリシアとオ

に包囲しようとしているアメリ

ーストリアをふくむ他の多くの

れば︑必ず益するところがある

るまで原子力潜水艦法地で弓形

カの全球的原子力戦略の一つの

国ヤにでも原子力兵様反対のデ

ワシントンがUュピタ1 ・ミ

危険な動きにしかすきない︒

マラは下院外交委員会でアメリ

¦¦臨

関政治的意図により﹃攻撃﹄けたが︑一向に反響はなか即
臨もありうるだろう﹂と報じった︒ぬ

カ自身の﹁安全保障︑外交政策

だろう︒今月の初旬︑マックナ
日本でもワシントンが日本の

と一般福祉﹂のための軍事援助

モがお ζなわれた︒

港を原子力潟水艦の基地K する

計画の﹁配当金﹂を詳細にわた

サイルを撤去しようと決定した
のは︑ ζれがもはやかれらの目

といったとき︑多くの人々が反

dy

.溜位

的にそヤわないからであった︒

対運動を展開した︒政治団体︑

蜘い離れ業をなしとげることも
WWE ︑認︑創晶
?︑いまやネlル首相にのそ
口調

fd4

乙の撤去はすでにマックナ
77

って説明した︒かれはもしいま

副こされた課題である:・・﹂司司︑ /MB 醐

4ポ

米国国防長官の許可をえてお

民間団体と自然科学者は抗議の

アメリカドルで飼養している軍

時ている︒ ζれにたいし︑タ.グ臨

り︑かれは米議員たちにジュピ

リカの原子力潜水舷スレヌシャ

声明書を出している︒最近アメ

勘イムス紙は﹁インド国会で

ターは﹁廃物﹂で﹁一発のライ

JaF

フル銃で結構やられるほどもろ

(お頁へ続く)
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の

上海近郊

水利電化事業

電力とディーゼル濯瀬排水の網は︑上海近郊十県の耕地を水害と皐ばっからま

の発展

もっている︒それは集団化農業の高度に発達した産物である︒農村人民公社の
港紙排水機構は︑かなり大きな洪水ときびしい皐ばつに首尾よく打ち勝つこと
が出来たのである︒昨年九月︑台風がここ一帯の五十万ムl( 一ムl は日本の
六・七二畝)の農地を水浸しにしたとき︑濯淑排水機構は︑大いに活躍した︒

らみるとはやくはなかった︒一九五三年
の上海近郊の農村では︑一四OO ム¦

するに足る内燃機関動力ポンプをし

ごム1 は日本の六・七二畝)の農地ぞ

かもっていなかった︒しかも ζれら大多

抽

mm
ったのである︒

数のポンプの所有者はほとんど富農であ

第二段階
第二段階での潜統排水網の建設は︑一
九五四年農業協同組合化の成立とそのめ
まましい発展とともに開始された︒一九

し︑足踏み水車︑風車︑畜力水確などが

なると︑河川︑湖などの水.か閏畑に浸水

話線くらいにすぎなかった︒雨季にでも

化の開始と高初期︑人民公社の時期とい

は解放百後の経済復興期︑農業協同組合

大体三つの段階を経て遂行された︒それ

素になっている︒乙の漉翻施設の発展は

は約五万ムl( 一ムl は日本の六・七二

馬力以上も増え︑その訓削減排水耕地面積

と電力)の滋統排水能力は一一︑000

郊の農村では︑動力ポンプ(ディーゼル

五四年から一九五七年にかけて︑上海近

総動員され︑必死になって排水に奮闘努

れの技術をもち︑食慾な帝国主義者︑資

情も大いに改善された︒中国では一般に

と社会的地位は︑急速に向上し︑経済事

一九四九年いらい︑農民の政治的地位

第一段階

検討して︑上海近郊農村の農業近代化の

指導者たちは︑乙の情勢をありのままに

上海の共産党地区委員会と人民政府の

近代化の鍵は協同化

畝)にまで拡大した︒

木家︑地主の剥奪と反動政府の支配で零

カギは電力港紙排水機構の建設にあると

高圧線の末端は︑網の日のようにはりめ
ぐらされた運河︑用水路の市立地要地にた

泌紙に努力奮闘したものである︒時代遅

細化し︑貧困化した小作農たちは巡天候
乙の状況ぞ﹁農民は解放され︑立ちあが

と︑照明用の電力ぞ送っている︒乙れら

っし︑そ乙には滋紙排水設備が水田の泌
のギセイ者となり︑かれらの回畑は週間別
みなした︒滋獄と排水は︑上海近郊と上

の生長にとって不可散なものであるばか

海デルタ地帯の主要な農作物でゐる水稲

常に屯↑要である︒このことは反動政府の

りでなく︑すべての農作物にとっても非

る︒かれらは共路党と人民政府の指導の

提防︑ダム︑水門および水路を修築する

もとで耕地の保護と濯級排水のために︑

命が農民につきまとっていたのである︒

てて難民となった︒凶作︑貧困悲惨な運

った﹂ということばであらわされてい

近郊農村の潜瓶排水網には総設備能力七
れ︑附近一帯の耕地の七O パーセントに

万馬力の動力港紙排水機械がとりつけら
あたる三五O 万ム1 ぞ早ぱっと水市古から
という大規償な工事を興した︒土地改市
と互助組の吸立は ζの運動に拍車をか

支配下では︑ごく係かの農民にしかでき

三段階の発展

ない ζとだった︒共立陀党と人民政府の指

1020 1040 6

解放前の古い上海附近の農村を知る人
け︑かれらはある程度の機械設備を手花

導のもとに︑計閥的に農民の土地︑労働

1020 1040 5000 7270 9510

9:30-10:30

まもっている︒

上海近郊に新しい社公主義農村を形成

力とその他の資源を協同化する乙と

8:00-- 9:00

夜三回目

びとにとっては︑乙の変化は驚くべきも

た︒ところが︑その発展の速度は全体か

入れ︑その鍛え付けもできるようになっ

夜二回目

よ

寸るにめたっては︑近代的な滋紋排水網

用するほか︑精米︑飼料加工各種農業機

κ

の位設という ζとが︑決定的な技術的妥

械の運転︑通信その他公共建築物や民家

1020 1040 6000 7270 9510

のであろう︒当時︑農村で沼気と名のつ

の習年二九丘八年)国民経済の大限進

上海の工業はみごとに乙の難局をのり

の照明にもつかっている︒一九六二年度

1040 6000 7270 9510

6:00- 7:00

くものはほんのまれにしか見ら・れない低

所から近郊の農村地帯に向かって高圧線

充電機を生践し川した︒動力工業はその

がおこり︑市の機械工業ははじめて大型

泌純矧水機構の設置は︑ち密な計画の

が四方八方にひろがっている︒

きった︒こんにち近郊農村に架設された

だけでも︑電力消費量は二一パーセント

かったが水稲は全部減収となった︒その

6:00ーか 30

夜}回目

つてはじめて乙の方面での大発展がなし
とげられた︒
第三段階

した︒上海の酋にめる山苧火力発低所の

大地の続発電機を問岩叫して発電能力を閉

速に完成された︒いかなる地

もとに︑
hlu

区でもポンプを据えつける前にち密な淵

地得の氾力送電系統の配電余カル仏大幅に

稼動力は上海を中心とする揚子江デルタ

附やした︒人民公社も充分芯む力供給を

査と現場実験を行った︒あらゆる地区に

できないので︑まず水田地域に優先的に

うけ︑また躍気料金も五年の悶に二O パ

同じような設備を同時に阻置することが

附置し︑っさに楽閥︑最後に他の農作物

ーセント近くもさがった︒
上海近郊農村の人民公社の九O パーセ

地区という順序をとった︒

高圧線は延べ八︑000 キロメートルに

増えた︒電力消費量は人民公社設立前の

ントはこの増加した電力を濯瓶排水に使

もたつしている︒内燃機関とモーター五

農村の需要にこたえる工業の発展

000 余台︑変圧山師︑多数の電気メータ

一九五七年の四六倍になった︒上海近郊

南陸川県はいま動力ポンプの設置では︑先

7270 9510
朝

∞o

一九五八年に入ると︑股村人民会社が
成立した︒乙のとき瀦瓶排水機構の建設

の協同組合を合併してできあがった人民

は第三の目︑びましい段階K 入った︒もと

公社は多くの人力︑物力︑財力をもっ大

できなかった大規模の技術的改善を統一

きな組織体として︑従来の協同組合では

した計画のもとでお ζなうととがで色る

上海近郊の農村人民公社もまた中国の

ようK なった︒

他の地と同じように按術改革(農村の機

ーと他の電気設備をもっている︒一九五

農村の港紙排水機構はいく度もその優越

のためで水浸しになり︑そのうち︑三O

七年以前は上海近郊の農村で使用されて

万ムlの農地は膝がしらまでの深さに浸

上述のように︑五O 万ムl の農地が台風

あった︒中国の第二次五ヵ年計画(一九

水した︒どが幸いにも農民はす円︑さまポ

性を発揮した︒昨年九月の暴風雨のとき

五八年l 一九六二年)の期間にはじめて

いた濯級排水設備たとえばポンプ︑内燃

上海の動力製造部門が大発展をとげ︑近

ンプ網を利用したので︑二番作の水稲は

機関︑モーターなどはいずれも輸入品で

郊十県と全国各地K 総設備能力六O 万馬

救われ︑比較的よい収穫をあげた︒

する以前は︑上海の発屯所の氾力は日ま

頭をきっている県の一つである︒昨年の

農民たちは死物狂いになって災害とたた

った五O 日つづきの日照りを思い出す︒

南陸県の農民はいまでも︑十年前にあ

力の動力機械を送り込んだ︒そのと上海
農村に据えつけた動力やポンプはすベて
﹁中国製﹂のものとなった︒

しに梢える工業用電︑照明と家庭用電の

夏︑七CM も日照りがつづいたが︑ポン

一九五七年に第一攻五カ年計画が完成

需要を満たすのに精いっぱいで︑農村に

1020 1040 5000
11:00-12:00
夜四回目

械化と電気化︑水利設備の増設︑化学肥
料と他の農薬の普及)を促進する近代化
の過程に入った︒
t 海近郊農村にとって
この技術改輩での特筆すべき措置の一つ
は水利施設機構(瀦統排水路︑水門︑堤
防など)とポンプ設備能力の拡充にある︒
乙乙五年らい︑上海近郊農村のポンプ設
備能力は六万馬力近くも僧加し︑総設備
能力は七万馬力にたっし︑耕地面積五O
万ム1( 一ムl は日本の六・七二畝)の需

の四は人民公社が摺えつけたのである︒

要を満たした︒ ζうした現有設備の五分

一九五八年いらい︑地方政府は上海の

ちいて電力ポンプの招えつけを優先的に

送電配電系統から利用し得る大電源をも

お乙なった︒ ζれらのポンプはいま︑ポ

威にうちまかされて︑ある者は土地を棄

的な水中内と早ばつにきらされ︑自然の猛

には時代遅れの貧弱な機具で同じように

う三つの段階である︒

方

力したものである︒乙れとは逆に乾燥季

これまでは災害はさけられなかったが︑このたびは比較的よい成果をあげた︒

中国の主要な工業都市上海は︑場子江
河口のデルタ地帯の南岸にひらけた平胞
な沖積府の平野に横たわっている︒高圧
線の鉄塔の列が上海の発電所から郊外の
各農村に向って四方八方に立ちならび︑

華

掘削排水に活開眼している︒ ζんにち︑k 海

上海近郊の農村人民公社の企業に原動力

王
まで低気を供給する余九はなかった︒そ

KC

26
27

ンプ網の主要伝部分K なっている︒い
ま︑上海とその附近の工業中心地の発信

香組表の 11 '-ぃ方は中事人民共和国北京I!I.送局にお知らせ下さい

の

プが威力を発揮し︑全耕地に荷暗殺して健
気にも作物を救った︒

県の幹部がつい戸の ζとを話してくれ

乙乙二︑三年らい︑トム海の天候は決し

働が軽くなり︑収入が増加した︒これら

め︑かれらは蔑村の技術改革の強い支持

すべてが人民公社への農民の確信をつよ

者となった︒ ζれはまた人民公社の集団

て順調ではなく︑むしろ悪かった︒農民

経済を固める重要な要素でもある︒

た︒一九五三年のことでゐるが︑いま公

った処置︑ことにポンプ網へ発展する方

なかった︒しかしながら︑捜術改革にそ

投入したため︑中耕︑除草ができなかっ
面をとってきたので被害の悪影響を最少

廃業の近代化を進める他の地区に貴い先

特殊性はあるにしても︑そ乙での経験は

は水害︑早ぱっとたたかわなければなら

たので稲作は減収となった︒一九六一年
限度にくいとめ︑農民の家庭生活も日ま

つづき︑八O パーセントの労働を抗早に

には同じ地域で六O 日の日照りがつ つい
しに向としている︒

術近代化を促進する出発点を意味する︒

社になっている区域で五O 日も日照りが

機械動力による港紙は人力港紙という

たが状況はまったく変わっていた︒公社

事実はそれが農業生産の増産︑人民の生

努力の節約

きつい労働から多くの人手を解放した︒

はほんの一部の人を抗皐にふりむけただ
術の導入の効果をまのあたりにみてき
活向k を F7ながす道であることを立証し

元国際義勇兵︑貿易業者︑学生

と共に地球上からファッショ政

り︑日本人民は﹁スペイン人民

ンコ政権に強硬な抗議書そ送

例を提供した︒動力ポンザ網は農業の技

もちろん︑ヒ海近郊の樗村には一定の

人民公社は節約した労働力を他の畑仕事

けで︑平常の畑仕事はいつもの通りつづ

ヅオがかれらの精神生活を豊かにした︒

た︒村に電灯がつき︑有線中継放送とう

を使う一人の農民は足踏水車をつかう場

5

に援りむけること一かできた︒松江県山陽

けられた︒滋減排水機構の利用その的農

ているのである︒

の収穫高は一九五三年の二倍になった︒

およびスペイン共和党員たちが

人民公社の社員は乙乙何年らい︑新技

人民公社の計算によれば︑近代的ポンプ

業筏術改革のおかげで︑単位面積あたり
食粒︑野菜︑経済用農作物が閉院し︑労

る乙とができる︒

マドリl ドの殺人事件

合の十倍の耕地面積を港紙または排水す

園︑その仙の社会主義国家に隣
接している地域と国ヤKK 分配

隊をアメリカ軍に切りかえるな

南朝鮮の朴正照などがふくまれ

タイ国のサリ︑ム H湾の諸問介石︑

南ベトナムのゴ・ツンツエム︑

スペイン共院党中央委員フュ
ロ17 のブランコ大使館に坑議

にたいする闘争をおし進めてい

乙とのなかったファシスト政権

が政権を獲得していらい絶える

(お頁より

らば︑それは﹁われわれの人力

ている︒インド・タイムスの報

デモを行い︑リオン︑ブラッセ

るスペイン人民の前進をさまた

権を一一帰する﹂と書いてあっ

と財力の耐えがたい大慣失をひ

道によれば︑ネlル政府はアメ
リアン・クライマオ氏は最近ブ

ル︑スf ックホルム︑テユl リ

げる ζとはできない︒昨年十万

乙のほか︑ 7ンチュス夕︑リ

久っている︒

きお乙すであろう︒それは国防

ランコの子で殺された︒

ヒ︑モンテビデオその他の欧

血に染まる

予算をふくらませ︑納税者の負
リカのいっさいの﹁テスト﹂を

かれは一九六二年十一月七日

洲︑中南米の各都市でもデモが

した︒ ζれらの中には感名高い

担を増させ︑そして震小の人
経てそのもっとも'析しい手先と

に逮捕され︑四月十八日に死刑

地でも抗議デモが行われてい

︒

イタリアの労働者数千人は

4Q

で︑虐殺者の暦万は︑ブランコ

解説員が四月二十三日の解説欄

北京では﹁人民日報﹂の時事

ふta

的︑金銭的支出でわれわれの前
なった︒頑迷な反共闘である印

の宣告を受けたのである︒

パブl ル︑パlE ンガムなど各

線戦略を遂行し得る軍事援助額
度は企業の国有化花際して莫大

国内での課税高も畏高記録陀達

る︒ゲライ 7オ氏の死が伝えら

全世界の抗議をまきお ζしてい

ファシスト独裁者の乙の罪は

目抜き通りぞねりゐるき︑八ブ

れ︑集会後︑参加者たちは市内の

アルジェでも抗議集会が閲か

た決意を一不すものと報じられて

交配をなく-七うとする附固とし

運動はスペイン人民が乙の暗黒

まった全スペインの反ブランコ

の労働者のストライキにまで高

乙の自己本位の原則にもとづ
し︑ドルを最も巧みに使い乙な

れた数時間後︑ロンドン市民は
ランコ独裁打倒﹀を叫んだ︒

コの手

を幾倍もk- 週るものとなろう﹂
な補償金を旧経営主に支払い︑

いて︑御自慢の﹁米援﹂がばら
している︒同紙の庚後の言葉は

豪雨の中でデモを行い︑その参

フ一フン

と語った︒

まかれている︒だからケネディ
明らかにニュl ・デリーがほう

加者には︑スペイン内戦の時の

行われた︒

政府は一九六三 1一九六四年度

とぞ暗示している︒

大な軍隊をきづきゐげている乙

な呼びかけとしての役割をはた

カにたいする戦闘的な︑革命的

いる︒

会計年度予算の軍事援助費一四

ごろはすヤれた文学芸術作品に

も売れている︒詩ーーといって

ようなすぐれた小説は何百万部

なラテンアメリカをうたった

士の雷鋒をう︑たった詩︑革命的

いま乙 ζには平凡で偉大な兵

している︒

たいする人びとの欲求もますま

もふつうの詩ではなく︑革命の

った感動的な詩︑それから労働

詩︑アルジェリアその他をうた

す高まり︑たとえば﹁紅岩﹂の

詩であり︑また︑いまの時代と

京ではきいきんできた朗読グル

局などでよく催されている︒北

官︑学校︑工場︑図書館︑放送

国詩人たちは国民党占領地区で

た︒解放前の崎県な時期にも愛

本侵略者と国民党反動派たっ

を鼓舞してきた︒当時の敵は日

通じて敵にたいする人民の闘争

でに愛国詩人たちは詩の朗読を

抗日戦争の始ったころからす

る大げさな調子やジェスチュア

聴く人に不愉快な感じをあたえ

れ︼技があげられよう︒いぜんは

としては︑そのバラエティにと

詩の朗読のもつもうひとつの一力

中してかがやくのが常である︒

き︑聴く人の限は︑全精神を集

が︑そうした詩が朗読されると

者︑農民︑兵士の中にはいって

ープのなかに︑朱琳︑王瞬栄︑

あくまでこの伝統をまもった︒

った︒だが今日では朗読者たち

があって︑それが共通の欠点た

るが︑そうした詩の朗読が多く

密切な関係をもっ闘争の詩であ

王心剛など有名な新劇や映画の

たとえば昆明ではこんな乙とが

たちの手になる無数の詩がある

男女優からなる朗読グループが

あった︒ある曇った日のことで

創作意欲を充実させている詩人

あって︑その朗読会はいつもひ

はもっとやわらかい︑そして自

の人ぞひきつける理由もとうい

じような人気をよんでいる︒こ

ある︒色槌せた長衣を着た間一

うと乙ろにあるといえよう︒

のほかに四十人の少年先鋒隊員

朗読会にあつまる聴衆は労働

取り出し︑近視眼鏡のすぐそば

♂ケァ卜から自作の詩の原稿を

は人でいっぱいだった︒教授は

えられるようになっている︒

乙まかいニュアンスまでもった

近とろはまた朗読の形式にも
士など範凶がびろく︑ときには

新しいこ乙ろみがみられる︒例

ープで朗諒するとか朗読に音楽

までその紙を近ずけながら︑感

ゃあるいは適当なゼスチュアを

二人以上で朗読するとか︑クル
作品も人びとのおなじような要

まじえるなどである︒詩のほか

えば︑一つの詩を一人もしくは

になった原因はどこにあるか?

てそれぞれの仕事への新たな努

求をみたして︑行動への︑そし

じめた・;・︒今日の詩人たちの

中国では解放後はじめて文学

激にふるえる斉で詩の朗読をは

芸術に接したものが多いが︑近

のものがきいきんにわかに活滋

詩の朗読といったような形式

小学生まできている︒

者︑国家幹部︑学生︑生徒︑兵

いる︒

るし︑詩の意味をよくつかんで
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然な態度や手法を身につけてい
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大講堂の演壇に立った︒大講堂
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からなる朗読クルl プもできて

術

詩
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美

お ζなわれた︒キップを手に入

は劇場にはいれなかったが︑劇

れることのできなかった人びと
北京ではもう歌劇や芝居︑映

録音カl のまわりに集まった︒

場の近くに来て停った放送局の

そして録音ヵーに乗っていた技

画のキップを買う人たちの長い

乙のとろではもうひとつ別の長

のなかでつ主つい吉に朗読される

術者の好意で︑二時間ほど劇場

詩の録音をきかせてもらった︒

い行列がみられるようになっ

されるようになった詩の朗読会

ーバをうたった詩にいたるまで

人民公社をうたった詩からキュ

いろいろなテ!?の詩の朗読に

た︒劇場では︑時聞を気にした

人びとは熱心に耳をかたかけ

司会者が何回も聴衆の熱烈なア

れた詩の朗読会のキヮプは一時

た︒キ yプの買えない人もおお

詩の朗読会は北京だけでな

ンコールの拍手を制止したくら

なかなかその場を立ち去らない

なり︑文化館︑青少年の文化

く︑どこの大都市でもさかんに

い場内はわきたった︒

人もあった︒また乙んな乙とも

ぜいいたが︑なかにはキップを

ある︒ある劇場で詩の朗読会が

返しにくる人にのぞみをかけて

間のうちにたちまち売り切れ

先日北京児童劇場でお ζなわ

列である︒

のキッザを買う人たちの長い行

た︒一般市民にはじめて売り出

行列は珍らしくなくなったが︑

詩の朗読会

さかんになった
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に︑小説や寓話︑芝居の本や映

するために﹂ーはすべての平和

ンドの辺境問題を平和的に解決

映される記録映画l ﹁中国・イ

式の﹁プリ﹂をつくっている︒

将校が肉をぶった切ってインド

に乙している oインドの炊事係

の利益のため︑両国の国境問題

ーンは︑中国とインド人民相互

の忘れられがたいそれぞれのシ

カメラにとらえられた ζれら

を博した︒

げ︑仕事場の同僚たちから於賞

を材料にした山水画を函きゐ

いるのに気がついたのでゐる︒

画のシナリオなどの朗読もよい

インド兵がうれしそうな顔でケ

樹皮絵を画く材料と道具はハ

目︑奥さんが火

谷ミ仁ミ上一-に︐pし
まちる
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ト俗民きんはもう五小歳では

挙げ︑フェザー級・ツヤl ク世界

日の北京競技会で一五一キロを

中国の際銃閲選手は四月二十

で︑距離五0 メートル一回射ち

チェリー選手徐開財は男子の万

人民解放軍のもう一人のアー

格にもとぜついて数多くの樹皮の
山水闘︑花鳥画をつF づきと作

八鶴と松﹀︑八孔雀の羽根びら

成した︒︿青'局のうみべ﹀︑

みな墜にかけられるように作成

き﹀などはかれの大型作品で︑

されたものである︒
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一短篇ニユ}ス⁝
川メキシコ文化団体月二十四日ジャカルタで閃W
川新中国を訪問かれる第四回アジア・アフ山
リカ新聞記者会議に参加す︿
2ため︑ッャカル守に到着﹀
山住定一一川総出は︑四刀十

八五日メキンコのシナロテスし亡︒﹀
へ大学学長ゴロスデイザ悶士iv

AU

アカデミー第四回文化交流

引を団長とするメキνコ教育中国スポーツ代表団⁝
日観光団に接見した︒インドネシアに赴くW
︿劉主席がシリア﹀
中国のスポーツ代表団﹀
山アラブに祝電は︑インドネジアが提唱しN

﹀記念日を祝して同国革命司日ジャカルタに到着した︒ハ

˜劉少奇主席は先週シリアた新興勢力体脊競技会予備い
︿・アラフ共和国の国家革命会議に参加のため四月十九 V
九令兼国民議会議長うアイ・ i﹀
川アクン氏に祝電をおくパ中米大使級会談聞くW

Vコl リ氏は乙の記念日の祝リカ大使級会談は四月十七い

八た︒四月十七日︑シリア片﹀
山国駐在大使アブラヒイム・第百十五回の中国・アメN
川賀宴会を催した︒日ワルν ャワで開かれたow
ヘ陸定一副総理が

一九六三年の中国・チェN

山朝鮮代表に接見中捷貿易協定⁝

ω
一
J 陣定一一川総凶は階明鮮

⁝
U 人民と青年と学生の武装時コスロパキア物資交換と支い
V九日︑朝鮮民主青年同の代l ゲで刻印された︒ lu

︿起三同年記念前夜の四月十払協定は凶月十九日にプラ吋

A年と主-一回休は同日︑乙れ中波文化協力協定 W

˜表団に能見した︒北京の青γ
Vを心人以する集会を似した︒
˜中国の新聞記者中国とポlアンド問の一w
九六三年における文化協力 V
山ジャカルタに到着協定の実行計画は四月二十 W

八中国新聞記者代表団は四日︑北京で調印された︒﹀
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製作中のト袷畏画伯

をしめしている場面でゐる︒

効果をおさめている︒キューバ
愛好者にとって興味深いものと

を平和的に解決しよ フとする中

二日のち︑かれははじめて樹皮

のカストロ首相の演説﹁歴史は
パコその他の配給口聞を肩にかつ

ン︑ニカワ︑ニスとえのぐだけ

サミ︑ピンセフト︑ナイフ︑ピ

ド政府から派遣されてきた文官

をおこしている

あるが︑いまから三十年ばかり

記録を破った︒ ζの記録は日本

に三O 二点を挙げて世界記録の

F

いではこんでいる︒インド第七

として内外に紹介されよう︒

国政府と中国人民の誠意の記録

最初の画面にでてくるのは辺

じめインド軍の将校や兵士が宗

歩兵旅同司令官のダルヒ準将は

F

なろ フ︒

境駐在の中国国境守備隊であ

傷病兵や肉獲された武様︑弾

たちに米国製︑英国製の7l ク

まえに印形をほったり︑挑のた

の三宅選手が四月十一口に樹立

二九九点を破った︒徐選手はず

i

なかでも呼び物のひとつになっ

ある︒附仰山陣地から撤退する場
薬︑軍需品をインド側へ返還す

あたらしい手

して敬意を表したりしている︒

入りのタンク︑飛行機︑軍用ト
のを眺めながら

ねに彫刻をほどとしたりする手

した世界記録よりも0 ・五キロ

っと前に男子距離七0 メートル

で︑かれは伝統的な中国画の岡山

る︒大挙越境してきたインド軍
教上の礼拝をしたり︑ボールあ

ている︒以上にみられるよう
の攻撃を︑一九六二年十月二十

じたり︑家族にあてて長いたよ

に︑詩の朗読はいまや新しいよ

その地点で︑いま乙の守備隊
りをかいたりしている︒

そびをしたり︑歌やタンスに興

は︑本悶政府から一方的停戦と

日︑自己昨術のために撃退した

詩人とその同業者たちは自分た

撤退命令を受けとったところで

り高い水準に達している︒だが

ちの芸術をさらにひろく広場

面ゃ︑撤退前に原住民のため橋

いるインドの傷病兵たちはいま

る場面である︒回復に hUかって

の美しい栴岸都

年手ぇ︑山東管

や道協や硝削減用水内や家屋をつ

や看護員とかたい握手をかわし

工芸の一つが四

面がみられる︒つづいてカメラ

たり︑つよく抱きしめたり︑別

まで世話になった中国側の医師

は中国国境守備隊と原住民の惜

市である青烏に

れをおしみながらインド側の赤
斑坐した︒

ベット族の老人が去ってゆく中

の方には中国国境守備隊がイン

十字救急取にのってゆく︒広場

別のシl ンにうつり︑地元のチ

国国境守備隊にお別れの祝酒を

また︑テベート族の歌手が十二

ラソク︑その他の歯獲日聞を返す
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手工芸人のト

すすめたり︑﹁ハダ﹂をとりかわ

しか別れの歌をうたっている︒
薪の樹皮の美し
こ
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い横様に心を打

まえにその兵保を見違えるほど

名道のわきに立って名残りを惜

つぎには中国国境守備隊の捕

忙しくたちまわっている︒イン

虜となったインド兵収容所広カ
メラがひけられる︒捕虜たちは

きれいに修理し︑松山備するのに

中園︑インド辺境をたずねた

や海の広々とし

それが山山の倣

工芸師匠の門下に弟子入りし

上週わっている︒二十七歳の隙

連続二回射ちに五八五点の世界

た波の形に似て

ド側の政求陀よって︑中国国境

円の重量挙世界新記録である︒

もと着ていたうすい軍服のかわ

野で大いに働乙うと決志して若

アーチェリー中国の優秀

北京のカメラマン一行は現地で

い弟子たちをひきとっている︒

ーナメントで六つの世界記録を

なアーチェリー選手は最近のト

ンツンをかけてモーターの好調

かれは自分の絵に自然界のも

トさんはいま青島美術手主主研

守備兵はツl プに乗りこみ・︑ェ

つ新鮮さ︑美麗きと素朴さをそ

究所につとめており︑その研究

りに中国製の棉入れの阪を着

えるため︑できるだけ人工的な

みたままの光景をフィルムにお

方法をさげて︑樹皮の自然なか
員でもある︒かれはまた︑全中

女子の万では︑人民解放軍の

た︒新中国になってからの十二

鏡開選手が一九五六年六月パン

記録を樹立している︒
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せまァ

樹皮で描かれた山水画
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くったり修理したりしている場

最後は捕虜となったインドの

へ︑街頭へ︑人民公社の畑へま
でもってゆくためにいっそうの
努力をはらっている︒
(注)西南聯合大学教授の間
一多はすヤれた詩人であり︑著
名な民主主義の闘士だったが︑
一九四六年国民党反動派によっ
て暗殺された︒

⁝記録映画⁝
レンズにおさまった
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て︑毛皮の帽子をかぶっ亡にこ

中印辺境の真相

美 j

う﹂は数ある朗読プログラムの

わたしの無罪を宣告するだろ

ト裕民函イ自の製作した樹皮画

さめて帰ってきた︒これから上

たちとキメといろあいをそのま
国芸術連合会青島地万支部およ

年間︑かれは情熱をかたむけて

タム級一三三キロの世界ジャー

あげた︒

蒔絵などの新しい手工芸を手始

ウ記録を樹立していらい第八回

射ちに総合点二二九ハ九の成総を

に総合点一一四八点︑述続二回

に六五O 点︑四種目の一回射ち

距離三0 メートル連続二同射ち

メートル一回射ちに三二七点︑

二同射ちに五五三点︑距離三0

破った︒距離五0 メートル連続

彼った︒

まにのこそうと乙乙ろみた︒

李淑蘭選手が五つの世界記録を

かねている︒

び青島政治協商会議の委尽をも

北京︑南京︑上海などの各地
からきた中国画の有名な画伯た
ちはそれらの作品を鑑賞して心
をうたれ︑一致して樹皮絵は将
来に大きな発展の可能性のある
新しい手工芸術である︑と認め

ツ

めたが︑樹皮絵の剣作に新しい
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