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シコルスキの対ソ政策 (1939-1943)

一一ポーランド問題序説一一

広 瀬 佳
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序

1945年 2月のヤルタ会談で英，米， ソに対立の種を蒔いた大きな課題の一つがポーラン

ド問題であったJ)。 この問題は初のさ大国サミットとなった1943年末のテヘラン会談にお

いて早くも出現している O そして時間的に最も早く， そのために他の東欧をめぐる対立の

原型となったという点で， ポーランド問題はさ大国対立の主要な要因のーっと考えられて

いる2)。

ところでこのポーランド問題とは， 同じ連合国陣営に属していたソ連とポーランド亡命

政府の関係に関わる問題であり， より具体的にはポーランドの政権主体と国境線確定をめ

ぐる両者の激しい対立に根ざしていた。しかしポーランド=ソ連関係は戦争当初から緊張

していたわけで、はなL、。むしろ戦争の前半期には友好的場面もあったことが知られてい

る。そうした中で、は両者の関係も， 1943年以降とはおのずから異なった様相を呈してい

た。問題をここまで掘り下げる時， 何がポーランド=ソ連関係の悪化を招いたのか，換言

すれば何がポーランドの「問題化Jを招いたのか， といういわばポーランド問題の起源に

関わる問L、に行き者く O この間いに答える為には， 1939年から1945年までの亡命政府の存

続期間中， 1943年夏までの 4年間を占めたシコルスキ CW!adys!awSikor 
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広瀬佳一

策分析が不可欠になってくるめ。

シコルスキの政策を分析した最初で、今のところ唯一の本格的研究は， アメリカの女流学

者テリー (SarahMeiklejohn Terry)の次の著作である O

Poland's Place in Europe : General Sikorski and the Origin 01 the Oder-Neise 

Line， 1939-1943. Princeton UP， 1983. 

膨大な資料をもとに彼女が実証を試みたのは，

1).オーデ、ル=西ナイセ国境案(現在のポーランド国境)の主張はそもそもシコルスキ

がイニシアティヴをとり， 2). 彼の政策構想は一貫してこの案を軸に対ソ協調を基調とし

ていた， ということであった。 1943年夏以降のミコワイチク (StanislawMikolajczyk) 

政権が一般に対ソ対決基調であったことを考えると， テリーの指摘には画期的なものがあ

った。

そこで本稿ではテリーの研究をふまえ， まずシコルスキの対ソ協調政策を確認，精般化

するとともに， 1943年以降のポーランド亡命政府の変化を政策転換と捉え， これを通して

ポーランド=ソ連関係悪化のプロセスを検討する O 本研究がささやかながらその学問的独

自性を主張し得るとすれば， それはテリーの仮説の修正と，ポーランドニソ連関係悪化の

主要因となったシコルスキの政策転換の指摘にあると考える O

1. シコルスキ政権の成立過程

1. サナツィア体制崩壊と亡命政府樹立

1939年 9月1日， ナチス・ドイツは宣戦布告なしにポーランドへ侵入，約 2週間の聞に

優勢な機械化部隊による電撃戦によってポーランド軍の主力部隊を壊滅させた。更に17日

には独ソ不可侵条約の秘密議定書に従って， 赤軍が東から侵攻を開始した。こうして東西

から狭撃されたポーランド軍はワルシャワの抵抗を最後に10月5日に降伏し，秘密議定書

のいわゆるそロトフ=リッベントロップ線に沿って， 再び両大国の間で分割された。

この敗戦は，ポーランド側からみた場合，戦前の外相ベッグ大佐(JozefBeck)による

サナツイア (Sanacja).)外交の破綻を意味する O サナツイア外交とは， ピウスツキ元師

(Jozef Pilsudski) とその信奉者による反ソ・対独宥和外交のことで， ドイツとの協調の

もとにソ連との国境をなるべく東へ追いやるというものである O ヒトラーを第二のピスマ

ルクとみなすべック大佐もこの路線を引き継ぎ， 1934年にはナチスと10年間の不可侵条約

を締結， 1938年にはドイツのオーストリア併合， ズデーテン割譲要求をともに支持，後者

においてはチェコ領であったチェシーン (Tesin) 地方をポーランド領に併合するという

対独協調路線をとり， 自ら破綻を招いたのであったり。

大統領モシチッキ(IgnacyMoscicki)，総司令官リッツ=シミグウイ (EdwardRydz= 

Smigly)，首相スワヴオイ=スクワドコフスキ (FeliksSlawoj=Skladkowski)，外相ベ

ックら政府首脳部はドイツの快進撃の前にワルシャワを脱出 9月17日に中立国であった

ルーマニアに入った。しかしナチス・ドイツ及びソ連の干渉を恐れるルーマニア政府はサ

ナツイア政府に対し， 公式訪問としてではなく私人の資格で， しかもそれを文書化した後
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シコルスキの対ソ政策 (1939-1943)

にルーマニア領土を通過するよう要求し， これを拒否したポーランド政府要人を抑留し

た。 9月30日， 大統領モシチッキは憲法第13条の規定に基づいて当時パリにいたサナツイ

ア派で元上院議長のラチキェヴィッチ (WiadysiawRaczkiewicz)を後継者に指名した

後に自らは辞任することでこうした危機的状況を乗り切った。憲法に宣暫した新大統領ラ

チキェヴィッチは同じ日にシコルスキを首相に任命， かくしてノミリにシコルスキ首班の亡

命政府が成立したむ。 シコルスキはもともと軍人としてピウスツキ元帥に近い立場にあり

ながら， 彼が権力を握るにつれ疎遠になり，大戦前夜に於いてはサナツイア政府のベック

外交に対する最も強力な反対者として位置づけられていた。そしてドイツの侵入とともに

ポーランドを脱出， フランスの!駐ポーランド大使ノウエル (LeonNoel)らとともに，従

来よりのフランスとの深い繋がりを利用しつつ政権獲得へ向けて動いていた。彼は側近を

通じて当時ルーマニアやハンガリーにいた非サナツイア派から政府要員を指名， フランス

の力を借りて出国させ， パリに呼び寄せていた。そして新大統領ラチキェヴィッチによる

首班指名とともに，事実上最高司令官にも就任した7)。

成立したシコルスキ政権は， その歴史的経緯から戦前の野党(農民党，勤労党，社会党，

国民民主党)による連合政権の性格を持っており， より柔軟性に富んだ体制であった。し

かし他方で戦前のサナツイア派も根強く残っており， 内閣の構成でも大統領，副大統領，

外相，財政・貿易相など要職を占めていた。また官僚層や軍部にもサナツイア派の影響力

が強く残っていたり。亡命政府がその性格上， 外交・軍事中心とならざるをえない以上，

彼らの存在はシコルスキにとって政策遂行の上で重い足かせとなることが予想された。こ

うした亡命改府発足当時からの内部対立については後に詳しくみることになるが， そのま

えに次節でシコルスキの生い立ち， 戦間期の活動に遡ってみることで，彼の政策，戦後構

想の理解への橋渡しとしたL、。

2. ヴワディスワフ・シコルスキ

独立前夜(第一次大戦まで)ヴワディスワフ・シコルスキは， 1881年 5月20日に当時オ

ーストリア=ハンガリ一二重帝国に属していたガリツィア (Galicja) 地方のミェレツ

(Mielec)に生まれた。ガリツィア地方は， ロシア， ト。イツ， オーストリア口ハンガリー

帝国に三分割されていた中で，ポーランド人に最も自治が許されていた地方であり， 公に

ポーランド語の使用すら認められていた。 したがって愛国的な多くの知識人，学生，政治

家などがガリツィアに集まり，彼らに刺戟されてナショナリズムが台頭しつつあった。そ

うした雰囲気の中で、ルヴブ工科大学を出てオーストリア正規軍の少尉となったシコルスキ

は， 1906年頃より独立運動にかかわり始めた。 1907年には早くもこうした運動を通してピ

ウスツキ， ソスンコブスキ (KazimierzSosnkowski，後の亡命政府副大統領)，クーキェ

ル (MarianKukiel， 後の亡命政府国防相)らと接触を持っていt.::.o 1912年11月には，

ロシア領， オーストリア領のポーランドの有力な政党が結集して独立運動政党連合委員会

(Komisja Skonfederowanych Stronnictw Niepodleglosciowanych， KSSN)が結

成され， インテリゲンチャを支持基盤としたポーランド進歩党 (Polskie Stronnictwo 

Post~powe) の代表の一人として KSSN に参加したシコルスキは軍事部長に任じられ
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た。この組織は第一次世界大戦勃発とともに最高国民委員会 (NaczelnyKomitet Na-

rodowego， NKN) と名称を変え，オーストリアのイニシアティプの下でのポーランド統

ーというスローガンを掲げた。そのポーランド軍団の責任者としてシコルスキは， ロシア

領での蜂起に失敗したピウスツキを軍団の第一旅団司令官に迎え，彼と協力関係に入っ

た。

一方硬直化した戦況を打開すべく， ドイツはピウスツキ並びにシコルスキを自らの支配

下に置こうとする O 当初親墳であったシコルスキ，親独であったピウスツキはこうした動

きに抵抗し， シコルスキは1918年にソピエト・ロシアとの連帯を表明するに至る O ピウス

ツキの方はソスンコフスキとともにドイツ軍により逮捕され， ベルリンに送られた。こう

してシコルスキはピウスツキとともに， 対独協力の汚名を着せられることなく，独立なっ

た第二共和制において政治の表舞台に登場して来るのである 9)。

戦間期一一1920年代 独立を果たしたポーランドにとっての当面の問題は， どこに，ど

のような根拠で，国境線を引くかということであった。 これは，地政学的に常に大国に囲

まれ，独立を脅やかされてきたポーランドにとってのみならず， この地で歴史的に多くの

紛争を経てきたヨーロッパ全体にとっても単なる線引きにとどまらぬ大きな意味を持つも

のであった。ポーランドが独立を果たした前後は，新政府はわずかにワルシャワを中心と

する地域と商ガリツィアを掌握しているのみであった。そこでアメリカのウィルソン大統

領 (WoodrowWilson)の唱える民族自決の原則に基づいて，パリ講和会議がポーランド

の新国境を決定した。それによると東部国境は民族分布に基づいて，いわゆる[カーゾン

線」とすることに定め， 西部でも長年のドイツとの係争の地であるダンツィヒと上シレジ

アとが住民投票に委ねられた。 しかし待望の独立を得てナショナリズムの高揚していたポ

ーランド人は，明らかに歴史的にも文化的にもポーランドの都市であったルヴブ (Lwow)

やヴィルノ (Wilno) が除外されたカーゾン線に強く反発， 終には革命直後のロシアに兵

を進めることで決着を図った。 この戦いはポーランド有利の内に1921年のリガ条約によっ

て終結，ポーランドは東部においてヴィルノからルヴフにいたる広い領土を獲得した。 し

かし西部では住民投票でドイツに敗れ， オーデ、ノレ=東ナイセ線のさらに東側の地域に後退

してしまった。いずれにせよ，もしパリ講和会議の勧告に従っていたならば，東部ですら

カーゾン線にとどまってしまったわけで， 大国主導の戦後処理の悪夢はこうしてシコルス

キの中にも強く残ったと思われる 10)。

領土が確定されたポーランドの園内政治は， ピウスツキ元帥を国家主席に戴きつつも，

小党分立によって混乱を極めていた。そうした中で1922年12月に代議院議長ラタイ

(Maciej Rataj)によって首相に任命されたシコルスキは，中道左派の内閣を形成する O

彼はまず経済的混乱を収拾すべく， 財務・経済閣僚として当時著名な経済学者のグラプス

キ (WladyslawGrabski)を迎え，税制改革，歳出の削減によって予算のパランスをと

ることを図った。 しかし翌年の 5月には，中道右派勢力の連携により新内閣が誕生，シコ

ルスキは辞任する O 次いで1924年 2月にはグラブスキ内閣の国防大臣に就任する口ここで

彼は，軍の最高統帥権を制限して国防相を通して政府に従わせるとしづ提案を行い， 当時

の軍の最高権力者であったピウスツキと決定的に対立するに至った。 この結果，翌年ピウ
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スツキがクーデターによって権力を掌握すると， 彼はルヴフの地方司令官に飛ばされるo

更に6年後にはその職も解任され，野に下って30年代を迎えることになる 11)。

戦間期一一一1930年代 1930年代を通してシコルスキは野党的立場に終始した。 この時期

に彼は戦略家として， あるいはサナツイア体制への批判者として，いくつかの著作をなし

ている 12)。そしてこの時期の思考が庖接に亡命政府で、の政策にかかわってくると思われる

ので， 公刊されている 1936年から1939年までの彼の日記13)より， その思考を追ってみた

し、。

ピウスツキがソ連との国境を最重要視しドイツに対して協調的であったのに対して， シ

コルスキはドイツにきわめて懐疑的で、あった。彼のドイツ脅威論は， フランスとの提携の

主張とともに1920年代より認められており 14九 日記の中にもしばしば散見することが出来

るo ポーランドとフランスとの述挽こそが「ポーランド共和国の安全保障に関する指針で

なければならないJIりとみなすシコルスキは， むしろそうした連携を疑問視して1934年に

ドイツとの聞に不可侵条約を結んだサナツイア外交を厳しく批判， その背後にあるものは

「敗北主義の精神であり， ドイツへの恐れなのである J16) と断じている O さらにドイツと

の協調の下にノ、ンガリー， ユーゴスラヴィアと提携を図るベック外相を批判し， I東南ヨ

ーロヅパ，東ヨーロッパにおける我々の利害はドイツ帝国主義のそれとは明白に，そして

根本的に相容れないものであるJ17) と主張している O

一方こうした暗設のたれ込める状況の中で， 深まりゆく中立政策への傾向に対しでも疑

問を投げかけ， とりわけポーランドの中立は「全く見込みがなく， むしろそうした政策

は，ポーランドの立場を一層悪くせざるをえないだろう Jとみなしていた18)。 したがって

1937年末のチェンrパレン内閣による対独宥和政策を「ドイツに中央ヨーロッパでのフリー

ハンドを与えるものJとして強く批判，次のように結論づけている。

「ドイツの戦略はますます明白になってきた。……(中略)……ドイツは， 1918年に

設定されたヨーロッパの政治的均衡がこれまで依拠してきたシステムを破壊するのみ

ならず， 自らの覇権への道を歩んでいる oJl町

一方，大戦前夜のシコルスキのソ連観については， 入 Fし得る資料では次の 2つの記述

が認められる O

「今日， ロシアとの隣人的友好関係の率直な樹立こそ， きわめて実行可能なものであ

るO ロシアはポーランドによる友好的中立を世み， まさに欲しているのである O そし

てロシアもまたポーランドに対してそう L、った中立を提供ずるであろう O ……(中略)

一こうしてポーランドの東部国境は外部からの脅威を完全にとり除かれ， またその

ように内側から強問にされることで， 阿部悶境の安全保附を高めるのに役立つだろ

う。J20)

I(対ドイツの)同盟には， できるだけ早くソ速を含めるべきである O ロシアへ依存

ずることなしに， 平和ブロッグは成功し得ないであろう O ロシアと協定を結ぶという

事実こそが，平和のチャンスを著しく強化するのである O ……(中略)……もしロシ

アとの協定に速することができない時は， 戦争の危機は測り知lれぬほど高まるだろ

う。J21)

nu 
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広瀬佳一

すなわち彼のドイツ脅威論は， 一方でフランスとの，他方でソ連との同盟によりドイツ

を牽制するという外交方針に行き着くのであり， これは当時のサナツイア外交のロジック

とは全く逆のものになる O

1937年に彼は， 独立ポーランドの第三代首相パデレプスキ (IgnacyPaderewski)を

中心に野党の中道穏健派勢力を結集させたフロント・モルジェ (FrontMorges)に参加，

さらに勤労党へと発展させ，軍部以外に政治的基盤をもつに至った。 こうして戦争前夜に

野党・反サナツイア派の中心的役割を演じていたシコルスキは， サナツイア外交の破綻，

戦争勃発と共に，再び政治の表舞台にカムバックを果たすことになるのである O

11 シコルスキの政策構想

1. 対ソ関係

すでにみたように， シコルスキの戦間期以来の活動はサナツイア外交への強い批判によ

って特徴づけられる O そしてベック大佐による外交政策が親独・反ソを旗印にしたもので

あったのにたいし， シコルスキの見解はドイツ脅威論に基づいた相対的に親ソ的なもので

あった。そこで次に，現実に政権を奪取した後の伎の具体的な対ソ協調政策の展開を追っ

てみる O

対ソ協調の模索 1939年から1941年夏までのシコルスキの政策を特徴づけるのは， 戦争

の展開についての，独ソ対立は不可避である， という認識である o こうした認識は早くも

1939年中にみられる O シコルスキの協力者で亡命政府における内政担当閣僚であった農民

党のワドシ (AlexanderLados) は当時を振り返り， I (シコルスキは)このとき (1939

fドの秋)すでに， つぎに起こるのはドイツのソ連への攻撃であり， ソ連が我々と同じ陣営

に入るであろうことを見通していた 12~)と述べて L・る。 また情報局長としてシコルスキの

ブレーンの一人であったミトキエヴィ、ソチ (LeonMitkiewicz) もその日 dl己の中でこれを

確認して， シコルスキが独ソの衝突を避けられないものと見ていたことを明らかにしてい

る23)。 ここで注目すべきことは，亡命政府内では独ソの衝突の可能性を否定する空気が圧

倒的であったこと町， またイギリスが衝突の佐伯を抱いたのがようやく 1941年の春になっ

てからであったこと 25) である O すなわちシコルスキは，外部の庄力事によるのではなし

に， I'iらの信念からそうした認識に至っていたのである 26)。 この認

キのドイツ脅威論と結び千付fれし、たとき，具体的な政策の動きがみられるようになる O

もともとシコルスキはソ述に対して， 同じ占領軍であるドイツとは区別して， より慎重

な対応を行っていたと伝えられる 27ノ。そして1940年 5月下旬， シコルスキはモスクワに赴

任するイギリスの新駐ソ大使クリップス川 (Sir Sta妊ord Cripps) とバリで会談， ソ連

との関係正常化の可能性についてのかなり突っ込んだ議論を行い， あわせて今後のこの問

題に関するソ連側の情報の提供を求めた28JO さらに 6月16日のフランス降伏直後にロンド

ンに移ったシコルスキは， 18， 19日の両日，チャーチノレ (WinstonChurchill)英首相と

第一同の会談を行なった29)。 ここではポーランド=ソ連関係についてのやりとりもあった

とみられ 19日になってシコルスキからイギリス側に対ソ関係についての覚書が渡され

A
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るO この内容は，ポーランドの戦争目的をドイツの敗北と規定， ソ連との関係正常化とソ

連に抑留されているポーランド人の待遇改善を求め， さらにソ連内に30万人のポーランド

軍設立を希望する， というものであった川。同時にシコルスキはこの覚書がチャーチルか

らスターリン (VI. B. CTaJHIH) 宛ての書簡の中に含まれるようイギリス側に働きかけ，

加えてクリップス新大使によるポーランド=ソ連関係正常化への斡旋，尽力を依頼した31)。

こうした動きは6月25日の覚書そのものの撤回とともに無に帰してしまい， 亡命政府内の

対立を露呈すると L、う結果ばかりが残った (次章参照)。 しかしシコノレスキの対ソ和解へ

の動きが， ソ連と事実上交戦状態にあり， したがって独ソ両国をともに敵とみる「二つの

敵J論が亡命政府内でも国内でも一般に受け容れられていた32)としづ状況の中で、行なわれ

たことは注Hに値する O ここからもシコルスキの対ソ和解・協調への確信の強さが読み取

れるのである O

1941年6月22日の独ソ戦勃発は，図らずもシコルスキの確信の正しさを証明 Lt.::.o 彼

はソ連との外交折衝を開始させ 7月30日に「シコルスキ=マイスキー協定」を締結し

た。この内特は，ポーランドとソ連間の外交関係を復活させ， 一方でソ連は1939年の独ソ

条約を破棄，またその領土内にポーランドf濯を創設することを認め， 共通の敵ドイツに対

する戦いを協力して進めることを約したものであった33JO 協定締結までのやりとりの中で

争点として浮び上がってさたのは， 1939年の独ソ条約の破棄が，それ以前の国境線への復

帰を意味するのか百かという問題であった。 シコノレスキは結局この点についてソ速から何

ら明確な言質をとれずに政府内の反対を押し切って協定を締結した。 この協定に関するホ

ーランド向けラジオ演説の中で彼はドイツの脅威， ソ連との手IJ解の必要を訴え，次のよう

に述べている O

「ドイツは常にポーランドにとって和解の tH来ないi散であったし， 今日もそうであ

り， 将来もそうであろう。そして歴史上一度二ならず我々は， 次の間し、に直面してき

たo (すなわち協力すべきは) ドイツかソ連か， とo 1925{1と，国防相として私は私の

同僚と共に選択をなした。すなわち東に緊張緩和を求め，凶に全力を傾げるべきだと

決定したのであった。J34)

この演説や協定締結までの経過からも， シコルスキの戦前からの対ソ関係重視という基

本姿勢に変わりがないことが確認される。すなわち彼は東部国境について， リガ条約で決

まった戦前の国境線改編の危険，可能性を見込んでもなお， ソ述内におけるポーラント日草

創設という形での， あるいはソ連内に連行されたポーランド人への恩赦獲得という形で

の I事実による対ソ協力J の方を選んだのである O 締結された協定の線に沿って 8月12

日にはソ連内の全てのポーランド市民に対して大赦の布告が下され35) ついで14日にはモ

スクワでポーランド=ソ連軍事協定が結ばれた向。 こうしてシコルスキの対ソ協調政策は

順調に行くかに見えたのであった。

しかし問題はすぐにポーランド人の各収容所からの釈放の運滞及び軍事協定に基づくポ

ーランド人への食料・兵器等の供給不足という形をとって生じ始めた。加えてこの頃新た

にソ連側から， ポーランド領のウクライナ人['い1 シア人，ニL ダヤ人にづいてはすでに全

員ソ連の I打民権を獲得しているとする内容の!日えAきが渡され， 7月の時点で未解決に残
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された東部国境問題に絡めて事態を一層複雑なものにした37)。

しかし 12月に行なわれたシコルスキとスターリンの会談では再び友好的な零囲気が支配

し38) 7月及び 8月の協定の線を確認しあう形で，相互援助友好宣言が出された39)。この

直後の演説でもシコルスキは「戦争中もそ Lて戦後も， 我々はソ連との緊密で率直な協力

を望むJ40) としてポーランド=ソ連関係の将来を楽観視している O 翌年 2月の閣議でも彼

は改めて「ソ連との率直な理解こそが， ポーランドの永続的な安全を保証する J41) とし

て，対ソ関係の重要性を強調している O このシコルスキの訪ソ成功をうけてポーランド人

の釈放問題に対するソ連の態度も一時的には改善されるようになるのである42JO

自主独立外交 今まで， 戦前よりのシコノレスキの政治姿勢・信念が独ソ戦勃発後も変わ

らずに具体的政策に結び付いてきていることをみてきた。 ところで従来のシコルスキに対

する代表的な批判の一つに，彼がイギリス外交の代理人に過ぎない，とするものがある43)。

これは1940年夏のフランス降伏後ドイツの脅威を一手に引き受けることになったイギリス

が， ソ連との和解，協力， あるいは少なくともその中立を必要としポーランドに対して強

い圧力をかけ，領土問題を棚上げ、にさせてポーランドとソ連との関係正常化を迫った， と

いうものである O この見方はイギリス側からみた場合妥当性があり，実際そうした働きか

けをしたことが認められる 44)。 しかしこのことは， シコルスキがイギリスの圧力に屈して

対ソ関係の正常化を図ったことを必ずしも意味しなL、。 1942年 1月12日，モスクワから帰

ったシコルスキは閣議で次のように述べている。

「私は次のことを強調したL、。…・・・(中略)……イギリスは(ポーランド z ソ連協定

に関して)我々に最終決定を任せたのであり， (イギリス) 自らは， 我々のソ連との

交渉において全面的支援を与えてくれただけなのである D 145〉

この閣議報告の 2週間ほど前， モスクワからの帰国途中にも彼は駐トルコ大使に次のよう

に語ったとし、う O

「イギリスが私をポーランド=ソ連交渉に引き入れたのではなくて， 私がむしろイー

デン (AnthonyEden)外相を引き入れたのである O …・・・我々に対してイギリスの圧

力があったのではなく一-むしろイギリスに対して私の働きかけがあったのだ。J46)

この発言もイギリスの圧力を否定するものだが， 興味深いのはここからシコノレスキにとっ

ての「イギリスの圧力]の別の意味が読み取れることである O

シコルスキの協定締結への努力にとって最大の障害は， 交渉相手のソ連にあった以上

に， この協定に， あるいはシコルスキの政策そのものに反対する勢力の存在にあった(次

章参照)。そこでシコルスキはこの協定への障害をイーデンに訴え， 反対派に対するイギ

リス側からの圧力行使を要請しているのである 47'。すなわち彼は自らの政策構想達成の為

の反対派説得の手段として「イギリスの圧力jを利用したのであり， イニシアティプ自体

はシコルスキの側にあったといえよう O もともと早くから独ソの衝突を予期し，ポーラン

ドの戦後はナチス・ドイツとではなしに， ソ連との交渉によってその展望が聞かれるとみ

ていたシコルスキは， 1940年6月にも彼の側近に対し， 1-イギリスのみに依存するのは大

変危険である!と洩らしている 4九結同シゴルスキの法本的外交姿勢は対ソ協調を軸とし

ながら， イギリスの対ソ宥和政策とも一線を両した自:t独v.外交を目指したものだ， と言

内
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うことができょう O

第一次大戦の結果ポーランドの独立が決まった時， その国境線をiJI ¥，、たのはポーランド

ではなくイギリス， アメリカ， フランス等の戦勝国であり， とくに東部国境が民族分布線

に沿ってヲ|かれ歴史的にポーランドの都市であったルヴフやヴィルノが除かれた時， パリ

講和会議のポーランド主席代表で首相であったノミデレフスキは， 絶望の余り辞任してい

るO このノミリ講和会議の悪夢は，パデレブスキと政治的に近かったシコルスキにとっても

大きな歴史の教訓として残った。 したがって彼は前の大戦同様，今度も大国主導の戦後処

理がなされ， そうしたなかでポーランドの運命は I戦争の最終局面での力のバランスに依

存する J49) とみていたのである O ナチスによるポーランド侵入が第二次世界大戦の発端で、

あったとは言え， 西側がポーランドの独立の為には戦わぬことを彼はよく坪.解していたの

である 5010 シコノレスキの外交政策は， 一方では戦前からのソ連との和解による対独安全保

障の達成という信念に交えられ， 他方ではノ4リi溝不11:会議に於ける大国主導の苦い経験か

ら，イニシアティプ保持による影響力の極大化を図り， 戦後の新生ポーランドへの展望を

開くというリアリズムによって:支えられていた， と考えることができる O 次にこうした基

本姿勢を背肢にして， 彼の構惣の柔軟さを最もよく特徴づけ日.つイニシアティブ保持の最

大の武器として用窓された，東部国境での譲歩の問題について検持する o

2. 東部国境問題

東部国境に関する従来の一‘致した見解は， ポーラント月亡命政府が→貫して1922年のリガ

条約による国境線(以下リカ、国境と略)を要求していたとするものである 51)。 しかしなが

ら最近の研究， ことにイギリス側の資料の公聞は， シコルスキがこの問題について必ずし

も1)~ゲ悶境に同執せず，行しろ柔軟な廃寺うを持っていたことを明らかにしている o そこで

ここでは， 主ず具体的な証拠を挙げてシコノしスキに譲歩の用意があったことを立証すると

ともに，その内科につし、て検討する O

譲歩の証拠 シコノレスキの東部同境における譲多用怠を示す最初の証拠は， 1939年11月

に早くも見出される O イェドリス外務省次官補のストラング (SirWilliam Strang) 宛て

の11月初日付の手紙の rl1"ーで， 同じ外務省政治諜報部のリーパー (RexLeeper)は，ポー

ラント、.通信特派員リタウエル (Stefan Litauer) からの情報として次のように泊してい

る。

「・・・・・・シコルスキは公にはポーランドに伎入したドイツとソ連との区別をl認めないも

のの， ポーランドの戦前の困境のままの再建はおぼつかないということをよく悟って

いる O もL (東部で失った領土を)ソ速から回復することが不可能ということになれ

ば，彼はどこか他の地域で， [bj時にポーランドの安全を増すような所を代償として求

めようと目指すつもりである。 ]52)。

シコルスキはこの考え方を同年11月にロンドンを訪問した際に， リタウエルに対して述

べている O そして後の彼のリタウエルに対する信頼の置き方に加えて 53) 理1941年初めに

も同趣旨の情報が在英ポーランド大使館筋からも確認されているため54) この考え方はか

なりシコルスキの真意を汲んだものと見ることができる O
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ここで注目すべきことは， 譲歩のJn;訟を示していることのみならず，それを別の地域で

の代償という形で認めようとしていることである o 1943fド末のテヘラン会談以降明確にな

った三大国による代償方式が， ドイツ， ソ連両国によるポーランド占領と L、う状況の中で

早くもシコルスキによって構想され始めていたという事実は驚くべきことである O

次いで翌年独ソ戦が勃発し， ポーランドとソ連との間で協定締結のための交渉が始まろ

うとする矢先， シコノレスキは再びその柔軟な姿勢を示唆する o 1941年 7月 3日，英労働党

党首ベヴィン (ErnestBevin) との会談の中でシコルスキは次のように語った。

「ポーヲンド政府はそのi戦前の国境(リガ国境)に対する主張を取り上げることはな

いものの，それが議論の対集 (amatter for disscussion) となるということ認め

るにやぶさかではない O i55j 

この会談に同席しナこ英外務省のストラングは， より明確にその印象を次のように報告して

し、る O

i(シコルスキは)ポーランド、政府が東部国境についてソ連と妥協に応ずるだろうし

ポーランドにとっては東部よりもむしろ同部にこそ， その大し、なる願望を抱いている

のだ， と述べた J56)

この後シコノレスキは， すで、にみたように東部国境問題を棚上げにしてソ連との協定を締結

し軍事協力を推進するのである O

1942年にもシコルスキはアメリカの対亡命政府大使ピドル (AnthonyBiddle)に対し

「国境問題は， 直接ポーヲンド人とロシア人との間で解決されよう」と語っているが， こ

れは前にみた「議論の対象J発言を受げていると考えられる。 ピドノレはこうしたシコルス

キに対する印象を次のように述べている O

「彼はポーランドの(リガ国境要求と日う)主張の行方について， 楽観視はしていな

L 、。彼はきわめてリアリストであって， 1939年の同境線に某づく解決をあてにしては

いない。 1，，7)

さらに 3月 3日に行なわれたイーデン英外相との会談の中で， 次のようなシコルスキの

発吉が報告されている O

「彼(シコルスキ)は外相に対して，個人的にかつ秘密樫に (forthe Secretary of 

State's personal and secret information)次のように行うことができた。すなわ

ちもしポーランドが東ブロシアを得ることになるので、あれば， ポーランドの東部国境

に関してソ連に対し譲歩し得るのも当然である， と。J5S
)

この他にシコルスキの側近で情報局長であったミトキエヴィッチ， フロント・モノレジェ以

来の友人であった時tソ大使コット (StanislawKot)なども，彼の譲歩姿勢を確認してい

る 5~1) 。

以上からシコルスキが， 東部国境に附して独ソ両国による占領という戦争当初から， リ

ガ国境死守とし、ぅ公式の立場とは7Jljvこ， 針-して柔軟な姿勢を保持していたのは明らかで

ある O これは彼の戦前からの信念の論理的帰結といえよう O

譲歩の内容 東部国境の具体的内容に関する最初の公式のやり取りは， 1941年12月のシ

つルスキ訪ソの際なされた。会談の席上スターリンはシコルスキに対して， リガ国境から
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の「僅かの修正Jを望んでいること， 1えびドイヅの犠牲による代償を支持する用意のある

ことを明らかにし，加えてルヴプ地方の帰属に|却してがーラン r~こ 11寸情的立場を表明した。

これに対しシコルスキは「僅かの修正jの内容を問いi立すこともなく， 議会の権限なし立

ち入ることを相否している判。 このことは従来よりシコルスキの政策を非難する文脈のに

この問題に中で，彼の非妥協性を立証するものとして述べられてきた自1)。確かに当時モス

クワ近くまで攻められていたスターリンの提案を蹴ったことは， その後の展開をみる限り

彼の最も柔軟な申し出という， 最初で最後のチャンスを逃してしまったという言い方もで

きょう O しかしこの訪ソには， シコルスキの対ソ譲歩を恐れる反対派の強いプレッシャー

があったとされている 6210 加えて彼の後の行動をみても，非妥協性を示す材料はない。む

しろスターリンとの会談からシコルスキは， 妥協に述ずる可能性について惟信を深めたの

ではないかと考えられるわヘ

事実，翌1942年に入るとすぐ彼は具体的構想にとりかかる O 側近のミトキエヴィッチに

よる 1月9日付の日記の中には早くも次の様なi記述が見出される O

「ヴィルノとそのまわりの地方についてシコルスキは， リトアニアが中欧連邦に加わ

るのと引き換えに， リトアニアにこれを譲ることが必要であろうという rj"¥，、方をし

た。 またルヴブ及び東ガリツィアを確保しその他の東部地域は失うことになる可能性

を考えていると l主った。J64i

ここで初めてシコノレスキは， リトアニアの中欧連邦力11入による東部譲歩という方式な打ち

出すことになる。

さらに 3月には同じミトキエヴィッチに， 地図の上でより明確な将来の東部国境のライ

ンを示した。それによると将来の東部同家は，戦前のリトアニアとの国境線からディナプ

ノレグ (Dynaburg)一一一ナロチ湖 (Narocz)一一ナリポッカ森 (Nalibocka)ー一一パラノ

ヴィチェ (Baranowicze)一一ピンスク (Pinsk)一一一ステイル川 (Styr) ーーズグニ

ワ・リパ川 (Zgnita Lipa)一一ドニエプル川へと走るものであった。これはポーランド

にとってはポレージェ地方の大半とポドーレ地方を失うことを窓味したのであった閃〉。

こうして示された悶境案は無論Mら確定的なものではなかった。 とりわけヴィルノとル

ヴフに対する態度にはトーンの違いがあった。そしてこのことはシコルスキにとって譲歩

の条件である代償の考え万に関わるものであった。 この代償は始めに中欧連邦構惣と，後

には西部国境と密接に関わるのであった。そこで次にこの東部困境問題に間意しつつ，中

欧連邦構想について検討してみる O

3. 中欧連邦構想

チェコスロヴァキア亡命政府大統領ベネシュ (EduardBenes)は， 19391r:10月にノ4リ

で、初めてシコノレスキと会談した。 ミの|際成自ijのポーランド、と異なるシコルスキのチェコ

との関係改善への好ましい感触を件たベネシュは， 11月にシコルスキがロンドンを訪れた

折りに彼にポーヲント、とチェコを中心とする連邦の構想を述べ， 基本的枠組みで一致をみ

るに杢った日日〉。ベネジュは戦闘期に於いては外相として19191rのベ/レサイュ体制を維持す

るため，ユーゴスラピア，ルーマニアと条約を結ひ、(小協商)，小国の安全保障を国際連盟
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の理想である集団安保に忠実に調整しようとして重要な役割を演じていた。 この当時ポー

ラント、は， ピウスツキ以来のサナツイア体制の中で次第に独裁的傾向を強めて行き，反ソ

的零囲気も強かった。 1938年の|ミュンへン宥和j に乗じてポーランドがチェコとの係争

の地であったチェシーン地方を奪い， 同時にスロヴァキアとの友好を示したことは， この

二国の対立を決定的なものにした。 とこんが戦争の勃発とともに戦前のベック外交に反対

するシコルスキ政権が成立したことで， r~jj Fr]の関係改善の気運が高まっていたのである O

ベネシュのより具体的なプランは， 1940年 3月の米国務次官ウエルズ (SumnerWeUes) 

に示された覚書およびシコルスキに渡された覚書の中にみることができる O ここで明らか

になったベネシュの構想の特徴は次の}，I，(l:'あった。第一・に構築される連邦は，関税同盟，

共通の財政・貿易政策といった形でのゆるやかな経済的統合によるべきであり， 両国の主

権は残すものとされてし、た。~らに連安[S成立の前提条件として， !lfJj国の社会的構造の調整

とソ連に対する友好関係とが強調されていたs7)。 この覚書の10日後にはポーランドとチェ

コの共同宣言が出され， より一般的な表現で、両国を中心とする中欧連邦の準備と反独闘争

遂行への協力がうたわれていた6自JO

」方シコルスキもベネシュのイニシアティブをうけて1939年中に早くも中欧連邦構想実

現に向けて動き出した。 この年の12月20日，外交政策についての公式声明の中でシコルス

キはポーランドのとるべき道として， ポーランドの解放と栢久的安全保障を可能とする国

境の確定を掲げ， その為に「バルト海からアド、リア海，黒海に三五るスラブ国家の政治的統

合体創設 lの必要を述べているω。 シコルスキの連邦構想への考え方は， 19401f-.12月に出

されたベネシュ宛ての返書の中にみられる O この中で彼は， まず対ソ関係について「ソ連

との;最も良好な関係が明ましL、iとしながらも， ベネシュがソ連と連邦との積極的関わり

を唱えていたのに対して， あくまでもソ述とは完全に独立的な述邦を主張している。さら

にベネシュの経済的観点の強調に対 L-cは， 政治的性格段び軍事的ブロ、ソクとしての性格

を強調， より高度な統合を主張している昨。 このように l村田の問には， その置かれた立

場，照史的環境の違いを反映しておのずから連邦構惣に対する取り組みかたに， 思惑のズ

レがあったのである口

独ソ戦勃発によるソ連の連合国入りとイギ J)スに Jるベネシュ政権の正式忌認は， チェ

コの国際的地位を高めた。そうした中でチェコは対ポ交渉に於いて両国の懸案であったチ

ェシーン地方の返還問題を取り上げ，従来より強硬な態度に出始める O これに対して，チ

ェコとの連邦をいわば対ソ友好の試金石とみなしていたシコルスキは， 連邦実現の重要性

を指摘し， チェシーン問題の棚上げを主張， チェコとの交渉を極力推進させるべく努め

た71)。 こうした努力の成果が1942年 1月1911の14カ条からなる第二凹共同宣言であった。

ここでは第一回宣弓!こ比べより具体的に a)外交， b)国防， c)経済， d)社会問

題， e) 運輸・郵便， とし、う五分野で共通政策をとることが掲げられ， それぞれに対応す

る組織及びその概要等が提案されていた72)。 この内容は両国の妥協の産物ともいえるが，

肝心のベネシュがこの第二回宣言を評価せず， あくまで第一凶宣言をベースとしていた7む

ことを考えると， 表向きの華々しい成果とは裏腹に依然両国の間には思惑のズレが横たわ

っていたといえよう口
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ソ連の反対 第二間共同宜言までに内在していた両国の亀裂は，同じ 1月に顕在化する o
その契機となったのがシコルスキのリトアニアをめぐる野心的構想であった。

1月11日付“SundayTimes"紙のインタビューに答える中で，ポーランド外相ラチン
スキ (EdwardRaczynski)はリトアニアについて言及し，構築される連邦には独立国と
してリトアニアが含まれるべきだとする見解を示した74)。 ソ連はそもそも1939年ポーラン
ドに侵入した際パルト.._......聞にも進出， これらを「住民投票Jによって自国に併合してい
るo したがってラチンスキの発言はソ速の反発す引き起こした。 1月23日， ソ速の対亡命
政府大使ポゴモロブ (A.E. DOrOMOJIOB) はラチンスキの発言について， ソピ、エト社会主
義リトアニア共和国への誤った認識はソ連とポーランドとの友好関係を損なうものだとし
てこれに抗議した向。 これに対しシコルスキは争点となる問題の棚上げをソ連に提案して
いる陀。同時に彼は 1月初日にクリップス英駐ソ大使に，ポーランドの国境の問題はソ連
によって提起されている他の関越と一緒に取り扱われるべきだと申し入れている7り。また
2月19日には再びラチンスキが明確に， ソ速によるリトアニア併合はポーランドにとって
重大な捕手となろうとしてこれに反対を表明している川。 これら一連の動きから読み取れ
ることは，ポーランドコソ連問の困難な領土問題の解決について， シコノレスキがこれを連
邦構想とリンクさせようとしていたということである O 前年12月のスターリンとの会談を
成功裡に終え， 特に)自のルヴブについてソ連の好意的言質を取り付けたシコルスキにとっ
て， 当面の政策遂行上最大の課題はヴィルノを中心とする北東部の領土の帰属にあった。
そこでソ j患のパルトミ同への強し、姿勢をみたシコノレスキは， 一方でヴィノレノへの権益を主
張しながらも， リトアニアを独立国として連邦に迎え，それによってヴィルノを含めた地
域をポーランドの勢力下に収めるという選択をなしたのである O この方式によって東部国
境である程度ソ連に対し領土的犠牲を払った上でなお， 少なくともヴィルノ地域は自らの
勢力闘に置くことができることになる。

一方ベネシュは， ソ連との摩擦を拙来しかねないこの問題について1939年当初より慎重
な姿勢をとっていた7九 1942年に入ってポーランドが明確に独立リトアニアの連邦加入を
求めるに及んで， チェコ側も 3月に閣議で， リトアニアに関するソ連の権益をも尊重すべ
きだとする決議を採択，その違いを明らかにした。 さらにこの決議ではポーランドによる
チェシーン併合の無効が再確認された80JO 今やチェコは1941年よりのソ連への配慮を一層
強め，ポーランドに対してチェシーン及びリトアニアでの譲歩を求めたのである O

このリトアニア問題を契機に連邦構想へのソ連の態度は微妙に変化し始めた。イーデン
英外相のモスクワ訪問 0941年12月)の際スターリンが連邦構想、に異議なしとしたこと
は，ベネシュとの会談での， 第二回共同宣言に対しでもソ連は反対しないという駐英大使
マイスキー (VI.M. MaflcKHH)の発足によっても確認することができる8130 ところが他方
でリトアニアをめぐってポーランドに対し強硬な抗議をしてチェコへの対応と区別したこ
とは， ソ連が必ずしもシコルスキの構想するような連邦案には賛成でないことをうかがわ
せたので、あった。 2月に入ると危供されたソ速の反対の動きがみられるようになるo まず
チェコの駐ソ大使フィエルリンゲノレ (ZdenekFierlinger) を通じてクレムリンに連邦
反対の意見があることが伝えられた。次いでベネシュはソ連のボゴモロフ大使より，ポー
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ランドとの連邦についての個人的疑いを伝えられる問〉。 さらに 6月に入りソ連のモロトブ

(B. M. MOJlOTOB) 外相がベネシュに対し連邦の反ソ的性格につL、ての疑いを表明する

に至った。 これに対してベネシュはこれまでの交渉経過を説明，地政学的条件より連邦の

必要を訴えソ連の疑惑解消に努めるが 7月16日になり正式にチェコに対しソ連の連邦へ

の反対が伝えられた88)。ここから対ソ協調を要とする連邦構想は急速に後退し始める o 11 

月に入りベネシュはポーランドとチェコによる緩やかな友好協定の締結をポーランドに提

案するものの， この際条件としてポーヲンドの対ソ関係改善とチェシーン問題の解決を掲

げ， ここに至って中欧連邦の交渉は暗礁に乗り上げてしまったのである O

こうした状況をうけてシコルスキもその構想の修正を余儀なくされた。彼が政策遂行の

最後の望みを託した第三回訪米時に提出されたメモ及び会談記録から浮び上がってくる連

邦構想、は，従来のものとはややトーンを具にしていた。第一にそれは，対独安全保障の観

点と経済的メリットの側面が強調され， それらは東プロシア，ダンツィヒ及び西部国境の

西方拡大といったドイツ領への領土要求とリンクされていた。第二に連邦のノミートナーと

して特にチェコが強調され， リトアニアに関する記述が欠落して L、た84)。以上からわかる

ことは， シコルスキがソ連の疑惑を緩和すべく譲歩を行い，特にリトアニアを介して係争

中の東部国境と連邦構想をリングさせるのを諦めた， ということである O これは本来のベ

ネシュの構想、への回帰ともいえよう O こうして連邦構想は再び息を吹き帰すかにみえた

が， 翌1943年に入つての前提となるべきポーランド=ソ連関係そのものの悪化とともに，

結局再生することなく葬り去られてしまうことになる O

4. 西部国境問題

戦前からのドイツ脅威論者であったシコルスキにとって， トヂイツとの国境問題はきわめ

て重要な問題であった。 1931年の著書『ポーランドとフランス (Polska Francja) ~の

中で彼は次のように述べている。

「再生されるポーランドは， 今まで、以上に阿部領土が悶家の第一の利害に関わってい

るということ そしてそのために両方で、のより積械的で効果的な防衛が求められてい

るということをよく理解しなければならない。J85)

戦前からのこうした西部国境重視の姿勢は，戦争勃発後も変わらなかった。

フランスの降伏に伴って亡命政府をロンドンに移したシコノレスキは， 1940年11月に英労

働党党首ベヴィンに対して， 戦後のポーランドに関する覚書を提出した。この中で彼は，

戦後ポーランドに併合されるべき地域として東プロシアとダンツィヒとを挙げ， 加えてオ

ーデ、ル川の東側に引かれていた戦前の国境線の戦略的短縮の必要性を指摘している帆。さ

らに同年12月， チェコスロヴァキア亡命政府大統領ベネシュ宛ての中欧連邦に関する覚;書

の中でも， ポーランド，チェコとドイツとの国境を丙方移動させる必要性と，東ブロシア

のポーランドへの編入の希望とが述べられていた再7JO

ここで注目すべきことは， 西部国境をオーデル川まで拡大するというシコルスキの姿勢

が，独ソ戦勃発以前にみられることである O 従来の見解ではオーテ、ル川国境案の公式発言

は， 1941年12月にモスクワを訪れたシコルスキに対しスターリンが表明したのが最初とさ
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れている O ここからシコルスキは， スターリンとは全く別個にオーデノレ川国境案を持って

いたと考えられるのである O

セイダ=リブスキ覚寄一一形成過程 戦後のポーランド西部国境問題(ただしここでは

北部にあたる独領東プロシア及びダンツィヒを合む)の具体的検討は， 1942年夏より平和

会議省 (Ministerstwo Prac Kongresowych) において，当時同省担当閣僚であった

セイダ (MarianSeyda)を中心に始められた。原案は 8月中には早くもまとめられ， 10 

月7日の閣議に於いて， このセイダによる原案を戦後の西部国境構想のベースとすること

が了承された8九

しかしシコノレスキ自身はこのセイダ案に必ずしも満足せず， 主要なブレーンの一人であ

ったリプスキ(JozefLipski)に個人的に改訂を命じている。こうして最終案(これをそ

の作成経過から「セイダコリプスキ覚書j と呼ぶ)が11月までに完成し， 12月1日にイギ

リスに， 12月4日にはアメリカに， とくに大統領には要約の形で，それぞれ提出されたの

であった89JO

ところで最初の原案起草者であるセイダという人物は， 1941年 7月に締結された，東部

国境問題を棚上げした形でのソ連との協定に抗議して，閣僚を辞任している。そこから分

かるように彼の立場は， 当時政府内の多数派を形成しつつあった対ソ強硬路線の見解を表

していると考えられる O これに対してリプスキは，対ソ協調の信念を持ち，シコルスキに

きわめて近い人物で、あった90)。 したがって彼の修正は， シコノレスキの意図を強く反映した

ものと考えられる O すなわち両者の類似点と相違点から，岡部国境に関するシコルスキの

;意図を読み取ることができるのである。

ゼイ夕、口リブスキ覚書一一共通項 セイダ案と最終案との一致点は， 戦後の東プロシ

ア，ダンツィヒ及ひ]ニシレジアのポーランドへの併合ということであった91)。ただしこ

の領土要求の根拠付けの仕方には二つの案の間でトーンの違いがみられt.:..o

セイ夕刊は， これらの土地がかつて暦史的にスヲブ人の土地であったという主張を中心に

揃えていたのに対しリプスキは， 東プロシアとダンツィヒの併合でノ;ルト海へ幅広い出口

を持つことによるポーランド及び将来の中欧連邦への経済的メリットを主張， さらに上シ

レジアに関しては， ドイツの模をなくし国境線を短縮するとし、う安全保障上のメリットと

工業地帯の編入という経済的メリットを強調していた92)。同時に，セイダ案にみられた領

土の暦史的根拠付けはなるべく排除されていた。

こうした歴史的根拠付けの排除と， ポーランドのみならず中欧連邦にとっての経済的メ

リット・安全保障上のメリットの強調は， これらの要求を英米にとって受け入れやすいも

のとするという外交的配慮、の他に， 東部国境問題，連邦問題に対するシコルスキの姿勢を

も暗示していた。 v兵士:要求の朕史的根拠付けというのはもともとリガ国境を正当化し得る

ものなのである此。 これをシコルスキが斥けたということは，すで、にみたように彼の東部

国境での柔軟姿勢の表れと解釈できょう。 さらに中欧連邦構想にとっての経済的メリット

及び安全保障上のメリットの強調は， ソ連の反対が明らかになったこの時点でも彼が連邦

構想を諦めず， むしろその経済的性格と対独的側面を前面に打ち出すことでソ連の防疫線
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CCordon Sanitaire)の疑いを晴らし， この構想の再生を図ろうとしていたことの証左と

みなされよう O

セイダ=リプスキ覚書一一オーデル z ナイセ線をめぐる対立 セイダ案とリプスキによ

る最終案との最大の対立点は， 具体的に kシレジアからパルト海主で， どのような線をど

んな根拠によって引くべきか， という問題であった。

セイダはこの西部国境線については， 主張をなるべく控え目にするという最小要求主義

を貫いt~o その根拠は大西洋憲章を堅持するアメリカに対する配慮、であり， とりわけドイ

ツ人を 900万人も合、むことになる丙ナイセ (NisaLu土ycka) までの領土要求は「幻想」

であるとして激しくこれを非難している O 他方でこの考え方は，過度の同での要求が東側

での損失の補償ととられることへの強い警戒によっても動機づけられて L、た叱。 これは両

部国境を東部国境の代償とする考え方の拒否であり， あくまでリガ国境を保持した上で、の

最小の西方拡大を目指したものであろう O

これに対してリプスキは西部国境について「ポーヲンドにとって， シチェチン湾、とオー

デ、ノレ川，そしてそのチェコ国境までの流れ(複数形)は， ドイツに対する自然の安全保障

線をなす」とした上で， 国境線確定は将来の中欧連邦という「全般的安全保障の観点から

考慮されなければならない。Jと述べている料。 このようにリブスキ案も阿部国境線につ

いて必ずしも明確ではないが， r-チェコ国境までの流れj で複数形が使用されていること，

および中欧連邦全体の安全保防と L寸根拠が打ち出されていることから， セイダ案よりも

幅もある両方拡大の含みを持った提案になっている。 さらに， トーィツに対して行なわれる

べき占領の記述を通して， リプスキの意図する所はより明確になる O

リプスキはドイツに適用すべき占領方式を「一般的占領 jと「厳格な占領Jの三つに分

けている O 前者はドイツの主要地域に対して行なわれるもので，民主主義の発展の監督を

その目的としていた。これに対して後:計については次の様な記述がみられる O

「……厳格な占領は国境地帯の領土に対して見込まれる C この用語は他の悶への併合

または課された条件を厳格に強制的に施行させるため軍事的観点から欠くことのでき

ない占領を表すものとして使われる。 この厳格な占領は次の地域に適用される O

a. 西部国境:丙ナイセ川左岸及びオーデル川左岸に沿った線・・・…シチェチンを合

むオーデノレ川の入江・・・・・・この占領はポーランドによって， xlH ~íÌ)のポーランド=チェ

コ国境に隣接する地域は， ポーランドとチェコによって，それぞれ行なわれるべきで

ある。J(傍点，筆者による)96) 

この占領という言葉の用語法につし、てリブスキは 9月26日のシコルスキ宛ての書簡の

中でも， 現在の状況では領土要求をするよりも占領の必要を訴える方が英米の理解を得や

すいだろうとして，次のように述べている O

「占領は我々の領土要求の実行に道を聞くことを目的とすべきである o (この占領は)

つまり連合国の承認を受けるのに必要な前提条件なのだc そうして初めてわが国によ

るその地域の併合のための条件が生じうるのである。J97)

セイダはこれに対しシコルスキ宛ての書簡のなかで改めて西ナイセ併合に反対を表明する

とともに， r-占領]と「併合」との厳密な区別を要求している O しかしシコルスキは結局，
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併合を見込んだ上での占領というリプスキの用語法をとったのであった。 ローズベルト大

統領に手渡された要約版でも， 西ナイセまでのポーランドの権益の主張が明記されてお

り， シコルスキの意図が確認できる99JO

以上から明らかなことは， シコルスキの意を受けてリプスキがオーデ、ノレ z 西ナイセ線を

最西の国境線として， オーヂル=東ナイセ線から西ナイセ線までの選択の帽を確保しよう

としていたことである O ではこうした選択の幅の確保の狙いは何であったのか。

西部国境を重視するシコルスキにとって， ソ連との緊張倒日は西方拡大に不可欠の条件

であった。ところが1941年 7月に問復されたポーランド=ソ連聞の友好関係は， 1942年夏

には早くも冷却化を示していた。在ソ・ポーランド人の釈放の遅滞，対ソ協力の礎であっ

た在ソ・ポーランド軍のイランへの撤収(後述)はポーランド=ソ連関係に微妙な影を投

げかけた。しかし中でもシコノレスキの政策の一つの柱であった中欧連邦構想へのソ連の反

対は，その政策遂行の見通しを著しく暗いものとした。こうした状況を背景にシコルスキ

はリトアニアの連邦加入という方式で東部国境での損失をカバーするという構想を諦め，

両方拡大の選択の幅の確保という形で東部国境での譲歩に対応しようとしていたのであ

るo つまり東部悶境譲歩と西方拡大という代償方式は，中欧連邦構想の再生を図り，対ソ

関係の打開を目指す最後のカードであったということができる O

しかし代償方式が強力なカードたるためには，二つの克服すべき障害があった。その一

つは当時東部国境に|却してあくまでリガ国境死守を唱える国内及び亡命政府内の反対派に

対する説得であり， もう」つは西方拡大についての英米の何らかの保証であっ t.::..o ことに

この州方拡大が大rfLi伴憲章に低触すると足、われただけに， アメリカの支持は不可欠であっ

た。

以上の条件を満たした後， シコノLスキは第二ltJの訪ソを行い， リガ国境堅持とオーデノレ

ェ東ナイセ線獲得という組合せから， カーゾン線受諾とオーデル=西ナイセ線獲得という

組合せとの間で， スターリンと交渉に臨むことを企図していたのである O

111. 内 部対 立

1. 政府部内の対立

シコルスキの支持基盤 シコルスキ政権の最大の克持勢力は前にみたように野党穏健派

の集まりであったブロント・モルジェであった口後に活障する彼の側近も多くこのグノレー

プからHlている 1靴。しかしシコルスキの10年以上の政治活動の空白は強聞な支持母体の形

成を悶難にした。政党で明確に彼を;支持したのは二大野党のうちの一つであった農民党

と，彼自身党首であった勤労党のみであった。ニ大野党のもう aつであった社会党は穏健

派がある程度シコノレスキ支持， 左派は一時期シコルスキを支持するも後にポーランド労働

者党 CPolskaPartia Robotonicza， 後のポーランド統一労働者党， PPRと略)と合

併，右派も当初彼を支持するがサナツイア派の影響力が強かった。また1930年代に入り分

裂した国民民主党は， 議会制民主主義を擁護する「長老派Jが当初シコルスキ支持， r青
年派|はラディカルな民族主義を掲げ亡命政府とは一線を岡した101〉O このようにシコルス

-121-



広瀬佳一

キ政権は挙国一致と言いつつも必ずしも一つにまとまっているわけではなかった。そして

このことがサナツイア派との摩擦を容易に生ぜ、しめたのである O

一方， ドイツの侵入による敗戦で破綻をきたしたサナツイア派にとってソスンコフスキ

将軍は最後の期待の星であっt.:..o もともと彼は第一次大戦前よりピウスツキの良き協力者

でありながら， ピウスツキの死後はむしろ最高司令官となったリッツ=シミグウイのライ

パルとみなされ疎んぜ、られていたため， サナツイア派の面目失墜を被ることなく名誉を保

っていたので、ある O ポーランド敗戦後は大統領モシチッキによって彼の後継者とみなされ

ていたものの 102) 消息がわからずに，結局ラチキュヴィッチが新大統領に就任，シコルス

キ首班政権が成立したのである O

1939年10月10日， ソスンコフスキが突如パリに現れたことは， シコルスキの立場を難し

くした。この時点でシコノレスキは法的に首相であったものの，最高司令官には正式に就任

したわけではなかった10330加えて軍人としての階級はソスンコフスキの方が上であった。

そのためサナツイア派のラチキェヴィッチ大統領および駐仏大使ウカシェヴィッチ(Ju・

liusz Lukaszewicz)は，いったん合意したシコルスキの最高司令官就任を取り消し， ソ

スンコフスキにその地位を与えるよう画策した104)。この争いは結局，サナツイア派がシコ

ルスキの首相と最高司令官との兼任を認める代わりに， ソスンコフスキを入|羽させ国内軍

事組織の司令官に充てることで、妥協が成立した10九しかしこの妥協による最高司令官の地

位の保持はシコルスキにとっては高くつくことになった。第一に閣議のバランスがソスン

コブスキの入閣のためシコルスキにとって不利となったことである 106AO これは単純な頭数

の問題以外にソスンコブスキの影響力の大きさという問題でもあった。第二に彼を国内軍

事組織の司令官としたために， もともとサナツイア派の影響力が強いとみられていた国内

組織が一層その傾向を強めてしまう恐れがあった。これは現実にシコルスキと国内軍部の

対立の主要因となる O

一方シコルスキの側も，サナツイア派の勢力増大を牽制する動きに出る O シコルスキ政

権がポーランド政府としての正当性を依拠した権威主義的な1935年憲法は， 大統領及び最

高司令官に強大な権限を与えていた。ところが大統領の地位にはサナツイア派のラチキェ

ヴィッチがついていたためこの権限を大幅に制限する必要があった。そこで，首相をはじ

めとする閣議との相談なしに大統領は独白の行動をとらないということを申し合わせた趨

法規的な「パリ合意」と呼ばれる取り決めがなされた107)。しかしこの取り決めは紳士協定

の形をとったために，後にすぐ等閑に付されてしまった。その一つが10月16日のラチキェ

ヴィッチ大統領による一方的なソスンコブスキの副大統領指名であり， もう一つが次にみ

る1940年夏のシコノレスキ解任劇であった。

二つの危機 戦争当初から独ソの衝突を予測していたシコルスキは，フランスの降伏前

夜にイギリスに渡りソ連との関係改善について斡旋を依頼， 6月19日にイギリス側に対ソ

関係改善についての覚書を提出した。しかしシコルスキのこうした試みは，独ソ衝突を予

期し得ず， I二つの敵Jの立場をとっていたサナツイア派の非難の的となった。そしてこの

覚書は6月21日にイギリスに到着した大統領ラチキェヴィッチ， 外相ザレスキ (Augusl

Zaleski)らの圧力によって 6月25日に撤仰されてしまった108)。この事件に加えて， フラ
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ンスの降伏によって当時8万5千人とされた在仏ポーランド軍の多くを失ったことに対

してシコルスキの責任を問う声が相次いだ1問。一方シコノレスキの方もサナツイア派との

対話を拒否するという強硬な態度に出た110)。こうした対立の激化は， 7月18日に至って

大統領ラチキェヴィッチによるシコルスキの一方的解任， ザレスキの首相指名によって

頂点を迎える 111)。これに対しシコルスキの側近で最高司令部参謀のクリメツキ (Tadeusz

K1imecki) 大佐らが反撃に出る O また政党でもサナツイア派以外は社会党の一部が向調

の構えをみせたものの，農民党，勤労党をはじめ国民民主党も大統領の措置を支持せず，

結局翌19日に命令は撤回された112)。危機を脱したシコルスキは再び首相の座に戻った。し

かしこの事件は彼の立場を強岡にはせず，むしろ反シコノレスキ勢力の根強いことを改めて

示しt::..113
)。

翌1941年7月30日にシコルスキが東部国境問題を棚上げ、にしてソ連との協定に調印した

ことは，多くの反対，抗議，非難を呼び起こし，三閣僚の辞任などまさに一年前の悪夢を

再現することになった。

もともとサナツイア派を中心とした勢力は，独ソ戦勃発に際してもシコルスキとはその

反応に違いがあった。対ソ和解の動きを牽制すべく彼らは先ず閣議でソ連との協力は目下

の条件，状況では不可能だとする決議を行なった11的。これに対して 7月5日より始まった

対ソ交渉に於し、てシコルスキは，なるべくサナツイア派の外相ザレスキを関与させず，も

っぱら彼自身とその側近であったレッティンガ- (J ozef Retinger) 博士及びリタウエ

ルとともに進めた 115)。さらに妨害を試みる動きに対し， イーデンを通してイギリスの圧

力行使を要請するIlG)。こうしてようやく協定調印にこぎつけるが， この際大統領ラチキェ

ヴィッチはシコルスキから協定締結への全権を剥奪した11730にもかかわらず 7月30日に彼

は調印を強行し， ラチキェヴィッチはこれを激しく非難，副大統領ソスンコフスキ，外相

ザレスキ，法相セイダ (MarianSeyda)の三閣僚が辞任Lた。シコルスキはこの危機に

あたり国内軍司令官にはとどまっていたソスンコフスキを逆に解任， 自らがその地位に就

任するとともに， ラチンスキ (EdwardRaczy白ski)を外相に， リーベルマン (Herman

Lieberman) を法相に， それぞれ任命， また新たにミコワイチクとポーピェル (Karol 

Popiel)を入閣させ政局の乗切を図った118)。しかしこの時シコルスキを全面的に支持した

のはソロント・モノレジェ以来の側近を中心に農民党と勤労党のみで，社会党の大部分，国

民民主党，サナツイア派及び軍部が反対もしくは不満を表明し政府内の多数派を形成して

し、た11~)。

亡命政府発足当初の対立は，具体的な政策をめぐるというよりむしろ，戦前からのサナ

ツィア派対反サナツイア派という図式によるものであり，っきつめていうならばそこに独

立以来の宿敵となったピウスツキとシコルスキという二人の英雄の怨念の残像をみること

が出来ょう O そしてこの意味では対立のバランスシートはシコルスキに有利なものとなっ

た。しかし1940年夏の危機の一要因が覚書の件であったように， この頃から次第に対ソ協

調という具体的政策が対立の争点となる気配を示しはじめた。 19411ドのシコルスキ=マイ

スキー協定をめぐる対立においては，明らかに彼の対ソ政策が問題になったので、ある o そ

して反ソ勢力という括り方をした場合， サナツイア派より温かに広範な存在となり， こ
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れはシコルスキにとって大きな脅威となった。この場合シコルスキからみて中間派或いは

消極的支持派とみられていた社会党，国民民主党の多くが彼に反対するとし、う事態が起こ

り得るわけで， そうした状況では彼も政策の上で次第に譲歩せざるをえなくなるのであ

るo

在ソ・ポーランド軍問題 1942年に入っても軍部，サナツイア派を中心にシコルスキに

対する攻撃は止むことがなかった1恥。中でも新たにソ連に創設されたポーランド軍をめぐ

る対立はシコルスキの政策構想の最初の蹟きのもととなった。

1941年 7月のシコルスキ=マイスキー協定をうけて，創設されるポーランド軍に関する

軍事協定が 8月14日に締結された。これに基づいてソ連園内の収容所や強制労働キャン

プ，工場等にいた全てのポーランド人に大赦が与えられることになり， 10月 1日までに約

4万 2千人が解放された。 しかしその後予想された人数121) に比して募兵活動は一向に捗

らず， ソ連側による衣料，食料の供給も不規則かつ不足気味で，解放された多くのポーラ

ンド人は寒さと飢えに苦しんだ。創設されたポーランド軍の司令官に任命されたアンデ、ル

ス (WladyslawAnders)の努力にも拘らず， この問題は1941年の12月のシコルスキの

訪ソまで改善されなかった。そうした中で，イギリスによる食料，衣料，装備の供給を見

込んだポーランド軍の南方への撤収が検討されはじめた122)。

モスクワを訪問したシコルスキはスターリンとの会談でポーランド軍の募兵活動の困難

を訴え， さらにイギリスによる食料，衣料，装備の供給及び兵員の健康回復のために，イ

ランへの一時的撤収を提案する O 供給の問題に理解を示したスターリンは撤収に関しては

抵抗を示し，結局 2万 5千人の南方への撤収に同意したにとどまった123)。

この束の間の改善も塑1942年に入って再び停滞をきたすo 3月には当時アンデノレスの下

に集まっていた約6万6千人の兵士に対し，食料供給割り当てを 3万人分に下げるという

通告がソ連側からなされた。これに対しアンデルスはスターリンと直接交渉を行い，食料

供給割り当てを 4万 4千人分に引き上げさせ，かっその他の人員についてはイランへ撤収

することに同意させた。これに従って第一次撤収が 3月30日に行なわれ，兵士及び婦子女

を中心に民間人等を含め約4万人のポーランド人がテヘランに到着した。しかしその後の

新規募兵活動は 4月に入ってソ連側により中止させられる 1叱。

一方アンデ、ルスはこの頃より次第にロンドン亡命政府の意向を無視して， ソ連内に残る

全ポーランド軍の撤収を企図して動き出す。そのため 4月27日にいったんロンド、ンに呼び

寄せられ意見調整が行なわれた125〉D しかしソ連に戻ったアンデ、ルスは再びロンド、ンの意向

に反してソ連に対し残る 4万 4千人の兵士と 3万 7千人あまりの民間人の撤収を求めた。

ソ連政府は 7月31日になってこれに許可を与える 12%この第二次撤収の進行と共にソ連側

のポーランド人に対する制限も厳しくなり，外交官や武官の逮補，募兵活動のための各地

の代表部の閉鎖等が次々に行なわれた127)。こうして新たな募兵活動も行なわれぬまま，約

150万人といわれた在ソ・ポーランド人のうち僅か12万人あまりが撤収したのみで、1943年

を迎えることになった。

シコルスキの政策構想、の中で， 在ソ・ポーランド軍の存在は， i事実による対ソ協力j

という形で，必要不可欠なポーランド=ソ連友好関係の基盤をなす響であった。したがっ
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て彼にとって撤収の必要というのはあくまで供給の不足，健康状態の悪化といった技術的
原因によるものであった。つまり十分な供給さえあれば撤収は必要なしとされ， また撤収
した場合で、も全ての条件が問復した後にはソ連に復帰し共に対独戦にあたることが強調さ
れていたのである 12830しかし 3月のアンテ、ルスによる第一次撤収敢行の頃より，撤収をあ
くまで一部に限りソ連内にポーランド軍を残そうとするシコノレスキや駐ソ大使コットと，
民間人を含めた全軍の撤収を唱えるアンテールスとの対立が明らかになった129)。そこでロン
ドンでの両者の意見交換の後， 4月30日にシコルスキは， ソ連にとどまるべき部隊と中東
にとどまるべき部隊， さらに中東からイギリスに転送されるべき部隊のそれぞれの兵員数
をほぼ等しい割合にするとし、う決定を下した130)。これはアンヂスによってなされた第一次
撤収とし寸既成事実に対する妥協と考えられるが，一定数のポーランド軍がソ速にとどま
るべきだとする考えは変わっていないのである o そしてアンデノレスが再び残りの全軍のイ
ラン撤収を岡策し始めると， 6月12日になってシコノレスキは「ポーランド軍各部隊はソ連
内にとどまらねばならぬj とし、う命令を発した181hにもかかわらず，すで、にみたようにア
ンデルスは全面撤収を敢行し， ソ連におけるポーランドの軍事的ブレゼンスを消滅させて
しまったのである o r事実による対ソ協力j の道を求め最後まで全面撤収に反対だったシ
コルスキに対して， アンデルスら在ソ・ポーランド軍部はいかなる理由でこの全面撤収を
敢行したのであろうか。

第一に，アンデルス白身がモスクワで、の二年間に及ぶ抑留生活のため強烈な反ソ主義者
となり 13ベシコルスキの対ソ協調政策に反対であったことがあげられる O さらに彼の参謀
にも多くのサナツイア派がおり 133J，シコルスキに反対していたのであった。またソ連に強
制送還されていた兵士連もその後の様々な苦難から多かれ少なかれ反ソ的になっていたと
いうのは想像に難くなし、。第二に独ソ戦の行方に対する見解の相違がある O シコルスキは
独ソ戦勃発当時こそソ連の抵抗について悲観的見通しを持っていたが1靴，その後すぐに赤
軍は1939年の時とは全く異なるとしてドイツの電撃的勝利を否定135) モスクワ攻防戦がド
イツの失敗に終わった1942年3月には， ソ連の不敗を唱えるに弔っている 136)。これに対し
アンデノレスとその参謀連は， ソ連の1942年中の敗北を確信していたと伝えられている 1向。
したがって負けると分かっている戦いにソ連とともに臨むとし、う選択は彼らにとっては承
服し難いものなのであり， むしろ全ポーランド軍を撤収させ， j-二つの敵Jが共に戦って
弱体化するのを見守ることを望んだのである O すなわち在ソ・ポーランド軍の反ソ的雰囲
気とソ連敗北への確信が，アンデ、ルスをして全面撤収の要求へと定らせたといえよう O ソ
連の敗北がありえないと考えたシコノLスキにとっては，全面撤収はポーランド=ソ連関係
の某盤を危うくするものであり，後の赤軍の反撃によるポーランド解放とし、う事態まで想
定するならば，ポーランドの軍事的プレゼンスの喪失は東部悶境領土保全の見通しをも---
層困難なものにしたのであった。

2. 圏内の動向

独ソ戦までの国内地下組織 図内での最初の地下組織は， ワルシャワでの戦いが続く中
でトカジェブスキ (MichatKaraszewicz-Tokarzewski)将軍によって創設された「ポ
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ーランド勝利奉仕団 (StuzbaZwyci~stwu Polski， SZPと略)Jであった。フランスで

の亡命政権成立後， この SZPはシコルスキによって「武装闘争同盟 (ZwillzekWalki 

Zbrojnej， ZWZ と略)Jへと改称され， ソスンコフスキが亡命政府側司令官に任命され

た138〉0

SZPから ZWZへの改称の背景には二つの要因があると考えられる O 第一にシコルス

キが当時様々に分裂していた地下抵抗運動に対し亡命政府の権威の下での統ーを求めた，

ということがある O 第二にシコルスキの， トカジェフスキを中心とした SZPに対する

疑い，不信感がある O もともとトカジェブスキはサナツイア支持の軍人であった。シコル

スキはこうした人物を新政府公認の園内組織の長に据えることに対してためらいがあっ

た139)。そこで政府の主導権を明確にし，サナツイア派の影響力を削ごうとしたのである O

国内の抵抗組織の分裂は亡命政府の努力によっても1940年， 1941年を通して続き， この

傾向は1942年に入って ZWZが「国内軍 (ArmiaKrajowa， AKと略)J と改称される

までつづいたl的。 ZWZ司令官であったロヴェツキ (StefanRowecki)は1940年春に50

以上の武装組織の存在を報告し， I我々はゲシュタポやソ連内務人民警察の攻撃にさらさ

れているのみならず，同胞らによる攻撃にもさらされている Jl41)と述べている O また別の

資料はこの1941年の前半におけるポーランド国内の地下組織の模様を， 1-大小の政治・軍

事組織のモザイク J142) と評しているほどである O

こうした分裂が生じた原因は，いみじくもシコルスキの SZPから ZWZの改称命令を

引き出させたもの，すなわち SZPにおける，そして ZWZにも引き継がれてしまった，

旧サナツイア体制の影響力である O 国内の多くの野党政治家はシコルスキ政権を支持した

ものの， ZWZの中にいる戦前からのサナツイア支持の軍人の強い影響力に疑いを抱き，

農民党の軍事組織「農民大隊 (BatalionyCh lopskie) J及び国民民主党の軍事組織「国

民戦闘機構 (NarodowaOrganizacja Wojskowa) Jは共に ZWZの翼下に入るのを拒

んだ 145)。

こうしてシコルスキの思惑とは児a なり， ZWZ さえもサナツイア派の影響力から抜け出

せない存在となってしまった。そこで彼は1940年6月18日に ZWZに対し，武装闘争の中

止および制限令を出す144)。これは表向きフランスの降伏とそれに伴う戦況の長期化の見込

みのため勢力の温存を図ったものだが，他方ではlil1年からの未達成の課題である国内組織

の統」に重心を設定し，最高 l司令官シコルスキの影響力を用大させる企てとみなされる。

史にシコルスキはソスンコフスキの国内組織に対する影響力を j!ilj限するため 6月30日に

ZWZの国内司令官にロヴェツキを任命する 145)。そして翌年 8月にはソスンゴブスキを解

任， シコルスキ自らが亡命政府内での ZWZi司令官に就任したのはすでにみた通りであ

るO

しかしながら ZWZにおけるサナツィア派の影響力は衰退することなく， とくにサナツ

イア外交の有名なドクトリンである「二つの敵J論は，対ソ協調を軸とするシコルスキの

政策遂行を大いに脅かした。対ソ和解を訴えるシコルスキに対し独ソ戦勃発後に於いても

ZWZはその機関誌等で「三つの敵Jを唱え， ソ連でのポーランド軍団創設に反対を表明
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している 146)口そしてこのことは後にみるシコルスキとロヴェツキとの戦術論争の中でも大

きな争点となって現れてくるo

一方シコルスキはこうした軍事組織に対する干渉の試みと平行して，非軍事組織，すな

わち政府代表部を通しての国内への影響力強化をも図る 147)。具体的には1940年 2月に

rzwz付属政治協議委員会 (PolitycznyKomitet Porozumiewawczy przy ZWZ) Jが

創設される O しかしこれはシコルスキの思惑とは異なり，その名称の示す通り ZWZのイ

ニシアティブによる軍部優位の組織とみられたために亡命政府側によって否認されてい

る148)。ついで4月に入札政府代表部は ZWZに対して独立的でかつ優位であるべきだと

する決議が亡命改府によってなされ， これをうけて政府代夫の人選に入っ t::.o しかし国内

から提出された候補者は否認され， シコルスキに極めて近い人物であった勤労党代表のラ

タイスキ (CyrylRatajski) が亡命政府により指名された149)。こうして政府代表部はシ

コノレスキの思い通りに完成されたものの， 武装抵抗を主な活動とする地下組織においては

あまり主体的役割をはたすことが出来ず，実際には ZWZ司令官であったロヴェツキの影

響下に入らざるを得なかった1;，0)。そこで次に戦術上のやりとりを通して， シコノレスキとロ

ヴェツキの考え方の相違，対立を採ってみる D

ZWZ (AK)の戦術 独ソ戦勃発までの ZWZの方針は，命令54号と呼ばれる1941年2

月5日付けのロンドンより国内司令部宛ての作戦指令書の中にみられる】51)。 この文書は

1-1 .戦争終結時における予想される一般情勢の想定 II. 対独蜂起 m.対ソ防衛，

lV.ポーランド阿部国境への占領参加」の四郎から成っている O ここで興味深いのは

に於いて独ソ戦勃発の際， ドイツの勝利を予想している点，および低い司能性ながら赤軍

のポーランド侵入の際にはこれに抵抗することをうたっている点である O ここでもすでに

みた「二つの敵J論が反映されている O この文書がロヴェヅキとソスンコフスキとの数度

のやりとりの中で定成されたという事実を考慮すると， こうした見解はロヴェツキら国内

軍部のみならずソスンコブスキらサナツイア派の見解の反映とみることもできる O 同時期

シコルスキが独ソ対決の不可避を予知， 対ソ和解への道を模索していたことを考えあわせ

ると，著しく対照的な姿勢だといえよう O

この「二つの敵」の方針は， シコルスキがソスンコフスキを解任し， 自ら ZWZの司令

官に就任した翌年の1942年3月8日付の命令において明確に否定される O この命令書も赤

軍の敗退を最もありうる事態と想定しつつ， もし赤軍の勝利，ポーランドへの進入の際に

はこれとの協力がうたわれていた。またポーランド z ソ連聞のj替、案となっている国境問題

については，軍事的手段によらず外交的手段によって解決し得ると述べている 152h

しかしこのシコノレスキの命令書は， 国内司令部において強い疑念と批判を呼び起こし

た153)。同年6月22日のロヴェツキによる亡命政府宿ての電文は， ソ連への深い不信と敵対

心を友明し， 1-ソ連は今日我々の敵であり， 又(将来も)敵であり統けるJ とし、ぅ宣言を

している。さらにシコノレスキが事実による協力を通して将来のポーランド=ソ連聞の問題

解決を図ろうとしているのに対し， ロヴェツキは「英，米によって保証されたソ連との再

保障協定の締結が，ポーランドの解放の際の対ソ弔事協力の必須条件だ」と考え， シコル

スキの政策に反対している 15九
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これに対して翌1942年11月28日付の命令の中でシコノレスキは繰り返し次の三点を強調し

ている O 第一にポーランドの独立国家としての存続のためにはソ連との友好関係が肝要で

ある O 第二にポーランドとソ連間の領土問題については外交的(政治的)手段によってこ

れを擁護する O 第三にポーランドのソ連への態度は大同盟の中でのソ連の位置を考慮しな

くてはならなL、。そして進入して来る赤軍と事を構えるのは「気遣いざた何zale白stwo)J 

であるとし， ソ連への肯定的態度を強調しつつ，地下に潜行せずに表に姿を表し主人とし

てソ連を迎えるべきであるとしている 155)。

1942年末の訪米を控えたシコルスキのこの電文は，対ソ関係全般に暗雲がたれ込め始め

たこの時期においても依然彼が，対ソ協調を軸とする政策に期待をかけていた事を意味す

る。しかし地方で彼の命令がこの時期においてもなお，受け容れられていないことは，国

内のシコルスキへの反対が相当根強いことをも物語っている O もともとロヴェツキはサナ

ツイア支持者でありながらドイツの侵入以来サナツイア派との訣別を表明したとされてい

る15630 その意味では彼の前任者のトカジェブスキや後任となるコモロフスキ (Tadeusz

Komorowski)よりは透かにシコルスキに近い立場とも考えられるが，にもかかわらず電

文のやりとりで分かるように， 強烈な対ソ不信， 1"ごつの敵」への闘執が見受けられる O

こうした点からも園内の司令部は未だかなりサナツイア派の影響が残っており，それ以上

に反ソ的空気が支配的であったといえよう O シコルスキは戦争のかなり早い時期から園内

との連絡を重視し亡命政府の正当性，影響力確保のために様々な手段を講じてきた。こ

れは逆にみるとシコルスキもやはり亡命とし、ぅ特殊な心理状態，すなわち現実の国内政治

から切り離されているための， 国民の動向についての自信の欠如を示しているといえよ

うO そして1942年末までの激しい対立の中で，結局国内側の全面的承認を得られなかった

ことは，彼にとって心理的に大きな拘束因となった157)。事実，対ソ政策構想に対する英米

の支持取り付けに失敗した後，次第に彼はロヴェツキに譲歩しはじめることになる O

IV 挫折と転換

1. シコルスキの第三回訪米

対ソ関係打開の最後の試みとしてポーランドに対するアメリカの支持を取り付けるべ

く， シコルスキは1942年11月29日にロンドンを出発，第三回の訪米を敢行する O ただしこ

こで言うアメリカの支持取り付けには二つの意味があった。まず対ソ協調を基軸とするシ

コルスキが，東部国境譲歩の代償としての岡部国境での選択の幅の確保についてアメリカ

の保証を取り付・け，対ソ交渉力を強化するということがあった。しかし同時に余りにも強

力な亡命政府内の反ソ派対策という意味あいもあった。リガ国境を唱える声が圧倒的な中

で容易でない東部国境譲歩を打ち出すためには，ポーランドが最もあてにしていたアメリ

カの支持を取り付ける他になかったのである O この限りでは第三回訪米は半ば反対派によ

って強いられたとし、う側面があった。従来の彼のイニシアティプ重視に比べこうした対米

依存は極めて危険であった。というのも代償への支持取り付けの段階での失敗が彼の全構

想を崩壊させかねないからである O 事実， ミのi訪米中からシコルスキの政策転換は始まる
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のである O

具体的手順としてはまず前に見たセイダ=リブスキ覚轟が提出される筈であった。しか

しながら渡米後の事前協議の段階でアメリカ側がこの23ページにわたる長大な覚書の受け

取り，検討を拒んだため，急拠要約版が編集され， 12月4日にアメリカに提出されたl刷。

ここで興味深いのはこの要約版がシコルスキを中心に最高司令部のスタップにより作成さ

れたこと 159)およびこの版の存在がロンドンに対して秘密にされたこと 160うであるo つま

りここからシコノレスキの真意を読み取る三とができ，それはまさにリプスキによる赦訂同

様，西部国境での選択の幅の確保ということなのであった。 23ページの覚書をわずか1.

2ページに要約するということは，ほぼ彼の構想の強調点ばかりが残ると考えられるのだ

が，そこにもセイダ案になかった，そして閣僚の過半数によって欝告を受けていた，西ナ

イセまでのポーランドの権益の主張が明記されていたのである Q こうした要求のやり方

が，代償という印象を与える事を恐れた亡命政府の大多数の反発を招くであろうことはシ

コルスキも十分意識していたのであり，そうであるからこそ要約版は秘密にされたのであ

ろう o

さらにアメリカの支持を具体化するために， ローズベルト (FranklinD. Roosevel t) 

大統領によるシコノレスキ宛ての書簡の原案がポーランド側によって提示された。その内容

は， ローズベルトがポーランドの領土的保全を大西洋憲章により確認する一方，ポーラン

ドの安全保障と経済的利益のための両方拡大の可能性を示唆し， さらに中欧連邦構想の進

展に支持を表明する， というものであった 11¥1)。これはほぼ提出された覚書の線に沿ったも

のであったといえよう O

ローズベルトとの第二-[司会談及び国務次官ウエルズとの第一回会談で明らかになったこ

とは，東プロシアとダンツィヒのポーランド併合に対する好意的態度と，他方で戦争中の

領土に関する交渉を拒否するというアメリカの従来の姿勢の確認であったl問。こうした状

況の中で12月4日に，念、拠用意されたセイダ=リプスキ覚書の要約版と大統領からシコル

スキ宛ての書簡の原案がウエルズに手渡されたのであった。この要約版の検討は国務省の

欧州問題局 (Divisionof European Affairs)に委ねられた。

12月9日にウエルズに提出された欧州問題局のポーランド問題に対する勧告は，いささ

か明確さを欠いたわかりにくいものであった。そこでは先ず覚書の領土要求が戦後のヨー

ロッパの安全保障に関与するということに注意が示され，次いで東プロシアのポーランド

併合に好意的態度が示された。さらに西方拡大についてもポーランドの安全保障の面から

理由のないことではない， として好意的姿勢を示していたものの，連邦構想についてはそ

の反ソ的性格， ソ速に防疫線の記憶を呼び起こすこと，に対して警警告がなされていた。ま

た東部国境についてもリカ。国境にはむしろ貝.議を唱え，カーゾン線に好意、的姿勢を示して

いた163，0 .t.::J，J二の内容はシコノレスキの主張と必ずしも相反するものではなかったが， この勧

告の最後に添付された次の様な結論部はそれまでの記述とは若干トーンを異にして，提出

された覚書の主張に否定的で、あった。

「シコルスキ将軍によって提出された内容が，全体として大西洋憲章や国連宣言に含

まれる我々の基本的原則とは異なる見解をとっているということはきわめて重要であ
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るO ・・・…それらは要するにポーランドの極めてナショナリスティックな要求なのであ

るO 我々がそのようにみなしていることは， シコノレスキに指摘すべきであろう。J1
U4)

欧州問題局の勧告はこのように両義性を持ったものであったが， ここで大事なことはこ

うした見解を伝えられたシコルスキの受げ取り方である。 12月13日のラチンスキ外相宛て

電文の中でシコルスキは「我々の領土要求は未だ理解をえていないJ165) としていることか

ら，彼は明らかに覚書に対するアメリカの態度に否定的なものをみてとったと思われる O

この時点で彼が政策遂行のためのアメリカの支持取り付けを諦めたというのはいささか早

計に過ぎるとはいうものの， その見通しについてきわめて悲観的になったのは事実であ

るo 12月23日になって別途にウエルズに提出された東部国境に関する覚書の内容は， ミう

した点をより明らかにしている O

このポーランド=ソ連国境についての覚書の内容は，すでにみてきたようなシコルスキ

の柔軟な戦略からは恕像出来ないような一転して強硬な内容のものだった。第一に覚書全

編にわたりリカポ国境の擁護が貫かれていた。またその根拠として照史的議論が強調され，

経済的・戦略的根拠づけは械めて僅かであった。さ川、二12月4R捉出の覚再および会談で

は欠落していたリトアニアへのホーランドの利害に|対する干;及が復活し，ポーランド東部

国境やリトアニアへのソ連の行動を， ビョートル大帝以来の南下政策の伝統と共産主義政

策との複合である「ボルシェヴィキ帝国主義Jだと断じて L、た1院。この覚書の作成過程は

必ずしも明らかではないが，恐らく西部国境の覚書の原案同様あらかじめ七イダを中心に

平和会議省の下で練られていたと思われる O

噴要なことはシコルスキがこの覚書の促0¥を， 12月4円の覚芹に対するアメリカの反応

を待ってそれが否定的で・あると考えた後に行なった， という事実である O すなわちこの12

月23日の覚書提出が，従来の彼の政策からの明 (1な転換の第・歩であったわけで、ある O

翌1943年 1月4Elに再びウエルズと会談したシコルスキは， 12月23日提出の覚書に対す

るアメリカの見解を求めたのこ11に対 Lてウエルズは改めて戦争中の領土要求には応じら

れないという従来の姿勢を強調し，連邦構想についても未だ検討中としながらその経済的

メリットは?主目されていると述べるにとどまった167)。また翌日にはポーランド側の要請に

よるシコルスキ宛ての書簡が作成されたが，そこでは12月4日のポーランド案とは大きく

異なり，領土要求への支持も連邦構想への Ii及もみあたらず，単にポーランドの戦争遂行

への努力を支持するといった漠然とした内蒋のものになっていた168JO

こうしてシコルスキの第三同訪米は従来のアメリカの延期政策を確認させられたのみ

で，支持取り付けは完全に失敗に終わった。シコルスキにとってこの訪米が最後の望みで

あっただけに，その失敗は彼の政策に大きな転換をもたらしたのであった。

2. ポーランド=ソ連関係の悪化

1942年12月23日提出の政策転換の起点となった覚書はイギリスには現 1月22日にイーデ

ン外相に手渡された。その時の印象をイーデンは次のように報告している O

「シコルスキは私に覚書を渡した。それはポーランド=ソ連国境に関するポーランド

政府の立場を表明したものだった。-一…この覚書は今までシコルスキが密かに私に述
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べてきたポーランド政府の態度よりも温かに強硬なものと思われた。彼は従来，ポー

ランドが東ツロシアと恐らくは上シレジアを f~l' るならば， ~は15国境でソ連に有利な変

更の可能性を排除するものではない， という態度だった警で、ある O しかし今，ポーラ

ンド政府のプログラムはりガ条約によって規定された国境の維持，及び東プロシアの

獲得， ということのようだった。J160) 

シコルスキから絶えず譲容の示唆を受けていただけに，政策転換に対するイギリスの印

象は鮮明だったようである O そしてこの政策転換に対応するように懸案の東部国境問題を

めぐってポーランド=ソ連関係は急速に悪化し始めたり

1943年 1月16日にソ連は， 1939年11月の時点でソ連占領下にいた全ての人間がソ連の市

民権を獲得したことを'立 ;j'Lた1，0i。これは事実上の東部悶境の主張で‘ある O もともとソ連

は1941年12月に， ウグライナ人， (1ロシア人，ユダ、ヤ人をソ Al市民とみなすという立場を

表明し，独ソ戦7))発以前の問境線(すなわちほぼカー、/ン線に沿ったもの)を主張してい

た171)。 しかし他方では1942年を過してリガ同境との折衷案も示唆しつづけ wどいた)72)。そ

うした背景からするとこの 1月1611の宣言は純粋のポーヲント、人もソ連市民とされること

になり，従来より強硬な安勢といえよう J73)。これに対しとボーラシド、側は 2月20日に国民

評議会が1939年 9FJ 1日以前のポーランドの領土保全を主張する決議を係択174，， さらに

2月25日には同様の趨旨が政府官 Iiとして発表された175〕o--jjソ連政府も 3月 1日には

タス通信を通して公式見解を発点， この中で始めて印刷された形で、カーゾン線が要求され

た176)。しかし 4日後にはポーランド側も再びリガ国境を強く主張， カーゾン線要求を明確

に斥けた 1i，')。ポーランド政府による東部国境についてのこうした公での強硬な態度は，前

年までのシコルスキの柔軟な政策からみると大きな変化で1らq た。そしてこの変化は12月

23日提出の覚書の線と一-致するのであった。

一方この1943年初頭は関内でも共沌主義{'i'と政府代夫部が統 a 行動のための交渉に入っ

た時期で、あった。もともと PPRのシコルスキ政府に対する態度は好意的なものであっ

た。 1942年 5 月の立;~. ，-我々のシコルスキ政府との関係jでも彼の政策を「ポーランド全

社会のほぼ」致した称賛j に値するとしている 17自J。交渉で明らかとなった PPRの要求

は， 1). AK一政府代夫部の政策決定への参加 2). /ヤ:政党(ただしサナツィア， 極右は

除く)の幅広い理解， 3). 戦後の新政府への PPRの参加， 4). 亡命政府には好意的だ

が， AKの姿勢を批判し対ソ協力を1)11.む， などであった 179)。会談は 2月18，22， 25日の

さ聞にわたって行なわれた。しかしここでの政府代表側の反応は， PPRにとって否定的

なものであった。 PPR との協力の前提条件として政府代支部から出されたのは， 1). ロ

ンドン亡命政府の承認， 2). 政府代表部の魚認， 3). ソ連からの独立性保持の要求， 4). 

いかなる佼入軍とも戦うこと， 5). リガ国境の不可侵性議i沼、，であった180)。これらのうち

3)， 4)， 5)はきわめて強硬な主張であり，これらの為に交渉は打ち切られ， PPRは独自

の反占領統一戦線結成へのイニシアティプをl{j る方向に l~iJかった。 3 月には新たに「我々

の戦いの目標」と i越された ι長言が発表される O この~[じまは必ずしもロンドン亡命政府を否

定するもので、はなかったが， AKに対しては極めて否定的であった181)こうして1943年 3

月までに，亡命政府とソ連との関係および国内における政府代表部と PPRとの関係は，
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それぞれ急速に悪化し緊張していたのである O これらは全てカティンの森事件以前の出来

事なのであった。

ところでこのシコルスキの政策転換，対ソ関係悪化をもたらした直接の契機となったの

はいうまでもなくアメリカの支持取り付け失敗だが，その背景には彼にこの訪米を強いた

もの，すなわち政府内多数派を形成しつつあった反ソ勢力の強力な圧力があった。

すでにシコノレスキの訪米中の12月2日の閣議において， セイダ=リプスキ覚書の原案起

草書であったセイダは従来の主張を繰り返し西部国境での控え目な要求と東部国境での

リガ国境堅持を強調する O 閣議もこれを了承し， シコルスキ不在のままこの旨を確認する

決議すら行なって L、る 182ノ。また年が明げるとともに国内からの圧力も増大する o AK司令

官ロヴェツキは 1月12日と26日にそれぞれ電文を発信， ソ連が第二二の敵であるとする「二

つの敵Jを改めて強調した上で対ソ譲歩に反対を表明， ソ連の侵攻をにらんだ作戦の立案

を提案してきたl蛇 O さらに 2月に入ると J 層激しいシコルスキ攻撃が相次いだ。この頃発

行されたポーランド軍の機関誌は，大統領ラチキェヴィッチに対しシコルスキの解任とソ

スンコフスキの首相指名を訴え， ソ連との国交断絶を呼びかけていた184)。亡命政府系のマ

スコミの論調はよりラディカルで， リガ国境はおろか， さらに東への拡大を訴えソ連の解

体を叫んでいた。 2月2日にはアンデルス将軍がシコルスキ宛ての書簡の中で政府の軟弱

な対ソ連政策を批判， シコルスキの辞任と彼の内閣の総辞職を要求した。同時にこの頃よ

りアンデ‘ルス陛下のポーランド軍の不穏な動きが伝えられてきた185)口当時の対立の模様に

ついてシコルスキの側近であった外相のラチンスキは|戦争が a 度に二つの戦線で行なわ

れている O ソ連の我々に対する戦L、と，反対派のシコルスキに対する戦いとである」と洩

らしている程であった1削1JOこうした激しい批判に!脱され， シコルスキの政策の幅は最早械

めて限定的なものとなってしまった。そして好むと好まざるとにかかわらず，従来より強

硬な対ソ姿勢を打ち出さざるをえなくなったのである O イギリスの外務次官カドガンは，

3月31日のチャーチルへの覚書の中でポーラントー=ソ連関係の緊張の高まりを (Sir

Alexander Cadogan)次のように分析している o 1). 114j国の関係悪化はソ連の 1月16日

の究言以来のものであり， 2). 2月のスターリンとポーランド駐ソ大使ロメル (Tadeusz

Romer)の会談はむしろ見込みのあるものであったが， 3).結局その後のポーランドによ

るリガ国境の様々な形での主張という硬直した姿勢のために関係は悪化していった187)。

緊張しきっていたポーランド=ソ連関係は， 4月13日のドイツ宣伝省によるセンセーシ

ョンなカティンの森事件の発表によって頂点を迎える 188) この事件に対しポーランド政府

は行方不明とされていたポーランド人に関する今日までのソ連側の不誠実な対応を要約し

た上で，その調査を国際赤十字に依頼している問、これに対してソ連はその矛先をポーラ

ンドに向け， ドイツとポーランドが時を同じくして反ソ的運動を展開しているのは「接触

と合意」の証拠だとして 4月25日にポーランド政府との外交関係を停止した190)01942年末

の訪米失敗を引きがねに始まったポーランド政府の政策転換は， こうして a つの帰結をみ

るに至った。 7月にシコルスキがジブラルタルに於いて飛行機事故のため急死したこと

は， まさに彼の対ソ政策の終結を象徴するものとなったのである 191)。

-132-



シコルスキの対ソ政策 (1939-1943)

V まとめ

ソ連との緊張緩和に基づいた国益の極大化を戦後ポーランドの必須条件とみていたシコ

ノレスキは，東部国境問題の解決を最重点に据えていた。彼の対ソ政策の展開は， この東部

国境の調整を軸に二つの段階に分けられる O

1942年春までに明らかになったシコルスキの政策構想は次の三つを柱としていた:1). 

「事実による対ソ協力Jの礎としての在ソ・ポーランド草創設， 2). 戦後の安全保障のた

めの独領併合， 3). ポーランドとチェコを中心にリトアニアなどの参加を見込んだ中欧連

邦創設の準備。この中で争点となる東部国境の調整は独立リトアニアの連邦参加という形

で組み込まれていた。以上の方針は基本的にはソ連の利害と必ずしも相反するものではな

かったが，むしろ亡命政府内および国内のシコルスキに反対する勢力の圧力が彼の政策遂

行を著しく困難にしていた。彼ら反対派は伝統的な反ソ感情に加えて，戦争の進展に関す

る見解の相違からシコノレスキの対ソ協調政策にきわめて批判的であった。さらにアンデノレ

ス将軍による在ソ・ポーランド軍のイラン強行全面撤収， リトアニア問題を契機にしたソ

連の中欧連邦構想への反対は， シコルスキをしてその政策構想の修正を余儀なくさせた。

修正後の政策をそれ以前の政策と区別するものは，反独的性格を明確にしたポーランド=

チェコ連邦の強調と，阿部国境に関してオーデ、ル=西ナイセ線までの選択の幅の確保とい

うことであった。東部国境の調整はここでは西部国境との段階的代償関係という形で組み

込まれていた。

1942年12月の訪米はシコノレスキにとってその柔軟な政策遂行のいわば最後の賭であっ

た。そしてこのアメリカの支持取り付けに失敗したことが彼の対ソ政策の分岐点となっ

た。反対派の燐烈な攻撃は最早抵抗しきれぬ程先鋭化し，完全に孤立したシコルスキはつ

いに従来の政策から対ソ強硬路線へと---，"，大転換を図るに聖るのである O

1943年は東部国境をめぐるポーランド=ソ連聞の激しい応酬とその急速な関係悪化によ

って幕を明けた。これは正しくポーランド亡命政府の政策転換の反映とみなされよう。無

論ソ連外交の論閉については別の機会に稿を改めて検討しなければならないが，カティン

での国交断絶という決定的事態以前にポーランド側にまず行動の変化があったという事実

は注目されねばならなし、。 関係悪化のプロセスにおけるポーランドの主体的役割の指摘

は， ソ連の外交行動が必ずしも一方的に招来されたのではなく，むしろポーランドによっ

て喚起された側面のあったことを示唆しているように思われるからである。

ポーランドの政策転換はもともと困難であったソ連との東部国境の調整を事実上不可能

にした。さらにそうした対ソ強硬路線の台頭する政府に対し， ソ連はその改造を要求する

に窒るo こうしてカティン以降のポーランド=ソ連関係を規定する領土と政権をめぐる絶

え間のない論争が始まった。ポーランド問題は今や明確にその姿を現したので、ある O
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ノフスキがワルシャワ蜂起に関する研究の中で，亡命改府と同内との戦術分析を通してシコルス

キの対ソ友好姿勢を指摘，次いで1980年にレヴュー論文の形でシコルスキ If}評価を明確に打ち出

した。 JanCiechanowski， The Warsaw Rising 01 1944， Cambridge University Press 

1974. ，“General ostatniej nadziei (Ref1eksje i uwagi na marginiesie ostatnio wydanych 

prac 0 politycznej i wojskowej dzialalnosci gen. Wladyslawa Sikorskiego)，" Zeszyty 

H istoryczne， no. 51 (1980) : 172-91.これに相前後してテリーの研究が発表される(論文として

は1978年に出ている)。 また1979年に出版されたケイスヴィッチの研究はシコルスキの扱いに於

いてかなりの紙幅を割いているが，資料的に不備があり，シコルスキをイギリス外交の影響下に

あると結論づけている点で何ら新味はなL、。 GgorgeV. Kacewicz， Great Britain， The Soviet 

Union， and The Polish-Government-In-Exile (1939-1945)， Martinus Nijho旺， 1979. 

一方本国でも70年代後半からシコルスキの見直しが始まり，彼の評伝が相次いで出版されてい

る。 RomanWapinski， W ladysfaw Sikorski， Wiedza Powszechna， 1978.， Walentyna 

Korpalska， W-ladys-law Eugeniusz Sikorski : Biografiaρolityczna， Zakiad Narodowy im. 

Ossoli白skichWydawnictwo， 1981.， Jozef Szczypek， W ladys-law Sikorski : Fakty i Legendy， 

Krajowa Agencj 

-134-



シコルスキの対ソ政策 (1939-1943)

り， シコルスキに好意的であるという点でも注目すべきであろう。 StanislawKaliszewski 

(0，ρ的.'W tadyseaw Sikorski : Zolnierz i Po/ityk， Wydawnictwo Stronnictwa Demokraty-

cznego EPOKA， Warszawa， 1983. 

本邦ではシコルスキに重点を置いた研究は皆無といってよい状況だが，ポーランド問題に於い

て我国の草分け的存在である阪東氏の論文は， 前述のチェハノフスキの研究同様に AKの戦術

分析を通してシコルスキの対ソ友好姿勢を示唆している。また伊東氏のポーランド労働者党に関

する本格的研究はその前半に於いてシコルスキ政権の柔軟性を指摘している点で植めて重要であ

る。阪東 宏， I第二次世界大戦とポーランドj，~現代史研究~ 22 (1968)， 37-62ページ。伊東

孝之， I戦後ポーランドの成立ーソ連外交とポーランド労働者党の戦術 1943-45j，~スラブ研究』

18 (1973)， 117-165ページ Q 及びItoTakayuki，“The Genesis of the Cold War Confronta-

tion over Poland， 1941-1944，" (from TH E ORIGINS OF THE COLD WAR IN ASIA.) 

University of Tokyo Press & Columbia University Press， 1977， pp. 147-207. 

く1>

4) サナツイアとは1926年のクーデターによって政権を掌掘したピウスツキ元師による権威主義体制

のこと O 文字通りの広味は「浄化，純化J。なお， 111口氏はこの体制を「軍団型ファシズム」と

して， ファシズムに至る過渡的形態と捉えている。 rurl 定『ファシズム』有斐閣， 1979年，

43-44ページ O

5) R. F. Leslie (ed.)， The History 01 Poland since 1863， Cambridge University Press， 

1980， p. 209仔. なお， ピウスツキの東方政策については次の論文を参照。松川克彦 r1919年ヴ

ィルノをめぐるピウスツキの連邦政策j，~西洋史学~ 109号1978年。 19-37ページ。

6) 第13条は戦時中の大統領による後継者任命権を規定。なおここでいう憲法とは1935年に制定され

たいわゆるピウスツキ憲法のこと O これは主権;在民を否定した権威主義的憲法で， とくに大統領

は単一不可分の同家権lJとされ「神と歴史のfIIjj にだけ責任を負うとされた。 Kacewicz，oρ.

cit.， p. 335. 

7) Kacewicz， op. cit.， pp. 20-25.， Po/ski Czyn Zbrojny w II日TojnieSwiatowej， Warszawa， 

1981 (以ド PCZと略)， pp. 20-25. 

8) Wlodzimierz T. Kowalski， Walka dyρlomatyczna 0 miejsce Polski w Euroρie (1939-

1945)， 3rd. ed. Warszawa， Ksi.¥.zka i Wiedza， 1970.， p. 207. 

9) 独立前後から戦間期のシコルスキの活動については， fiIJt母の Wapinskiや Korpalskaの評伝

及び Kaliszewskiによる年表を参照せよ。

10) 第二次世界大戦に於いて用いられた歴史の教訓が，アメリにとっては「ウィルソンの亡霊」であ

り，それが具体的には大西洋憲章となって結実したのと同様に，シコルスキにとっては大国主導

によるわけ講和の亡設」であった。このことは後にみる彼の政策，特にイニシアティブ保持へ

のあくなき努かの111にその影をみることができるO またチェハノフスキもソ連内でのポーランド

の軍事的プレゼンスに固執するシコルスキの姿勢をこの点から説明している。 Ciechanowski，

“General ostatniej nadziei .，. . .ヘ pp.181-182. 

11) Leslie， 0ρ. cit. ， pp. 150-160.， Korpalska， op. cit.， p.ll0ff.，及び Kaliszewskiによる年表

参照。

12) 例えば Francjai Polska (1931)， Przysz1a Wojna (1936)等。

13) Edward Rothert (沢)“ GeneralSikorski's 1936-9 Diary (extracts)，" Polish Persρectives 

-135-



広瀬佐一

(VVarsavv) 13 (~ay 1970) : 26-42 (以ド Diaryと略). Rothertの前書によるとシコルスキ

の日記はヴロツワフ (Wrodavv)の Ossolineum1nstituteにあり， Janusz Albinの編集で

近刊の予定とされているが，現在までのところ出版されていない模様。

14) Documents on Polish-Soviet Relations， 1939-1945， 2 vols (1・II)，London， General 

Sikorski Historical 1nstitute， 1961-1967 (以下 DPSRと略)， 1: 109 (文書番号).

15) Diary， p. 27. (1936年6月13日付〉

16) Ibid. 

17) Ibid.， p. 28. (1936年6月14日付〉

18) Ibid. 

19) Ibid.， p. 32. (1937年11月〉

20) Ibid.， p. 28. (1936年5月13日付)

21) Terry，。ρ.cit.， p. 46. 

く11>

22) Kaliszevvski， op. cit.， p. 56. 

23) Ibid.， p. 72. 

24) Edvvard RaczyIlski， W sojuszniczym Londynie: Dziennik Ambassadora Edwarda Ra-

czynskiego， 1939-1945， London， 1974， p. 118. 

25) 秋野豊「独ソ開戦に至るイギリスの対ソ政策J，Ir共産主義と国際政治」第 8巻 2号， 1983年。

60-61ページ。

26) 駐ソ大使コ、ソトもこれを確認している。 StanislavvKot， Listy z Rosji， London， 1956.， p. 11. 

27) 1939年秋， ソ連はヴィルノをリトアニアに編入，翌年には「住民投票」を行なってパル卜三国を

自国に併合した。これに対してポーランドは閣議で反対決議をしたがこの際シコルスキは， ドイ

ツとソ連に対する態度を区別するよう説き，この決議に乗り気でなかったとされている。 Kalis-

zevvski， op. cit.， p 56.， John Coutouvivis， "Levvis Namier and the Polish Government-

in-Exile， 1939-40"， Slavonic & East Euroρean Review， vol. 62， no. 3， July 1984.， p. 424. 

28) Rozek， op. cit.， pp. 51-52. 

29) Kaliszevvski， op. cit.， pp. 71-72. 

30) Ibid.， p. 71.， PCZ.， p. 919. 

31) 6月24日付のチャーチルからスターリン宛て書簡原稿の第4段落には当初この覚え書きの内容が

入っていた。 H.Hanek，“ Sir Sta妊ordCripps as British Ambassador in ~oscovv， ~ay 

1940-June 1941ヘEnglishH istorical Review， vol. 94 (1979).， p. 61. 

32) DPSR， 1 : 80. また国内については Jerzy Michalevvski， Relacja， Zeszyty Historyczne， 

26 (1973).， p. 71. 

33) DPSR， 1: 106. 

34) DPSR， 1: 109. 

35) DPSR， 1: 110. 

36) DPSR， 1: 112. 

37) DPSR， 1: 163. 

38) DPSR， 1 : 160. 

39) DPSR， 1: 161. 

-136-



シコルスキの対ソ政策(1939-1943)

40) Terry， op. cit.， p. 38. 

41) Ibid.， p. 37. 

42) Kot， oJう.cit.， p. 242. 

43) こうした見方は多かれ少なかれ殆どの文献にみられる。特に Kowalski，Rozek， Kacewiczら

が代表的。

44) Terry， op. cit.， pp. 60-61. 

45) DPSR， 1: 171. 

46) Terry， op. cit.， p. 62. 

47) PCZ.， p. 293. 

48) Ka1iszewski， op. cit. ， pp. 76-77. 

49) DPSR， 1: 171. 

50) Rozek， op. cit.， pp. 51-52. 

51) 確かにこの分野での基本的一次資料である DRSRをみる限り， リガ国境の主張こそ数多くあれ

譲歩を示すような文書は見当たらなL、。従ってこの資料に依拠してきた従来の多くの研究は譲歩

に言及していない。

52) Antony Polonsky， The Great Powers and the Polish Question， 1941-1945: A Do・

cumentary Study in Cold War Origins， London， 1976.， pp. 75-76. 

53) 彼はソ連との協定交渉の際もシコノレスキに重用されている。 Kaliszewski，op. cit.， p. 76. 

54) Polonsky， 0ρ. cit.， p. 76 tt: 1. 

55) Ibid.， p. 80. この「議論の対象」という用語にはいささか背景があるo 1940年の中欧連邦構想、

に関するi議論のrt'で¥サナツイア派を中心とする閣僚はリガ国境を自明のものとする立場から，

不必要にこの問題を取り上げることは議論の余地があると L、う印象を与えてしまう， としてこ

れを警戒している。 Tadeusz Szumowski，“ Koncepcje rozwoju stosunkow polsko-

czechoslowackich w emigracyjnej mysli politycznej" ， Przeglqd Histoyczny， tom 67， 

zesz， 3， 1976， p. 410. 

56) Terry， 0ρ. cit.， p. 126. 

57) U. S. Department of States. Foreign Relations 0/ the United States Di.ρlomatic 

Paρers， 1942， vol. III (以下 FR，1942: III.のように略)p. 102. 

58) Polonsky， 0ρ. cit. ， p. 102. 

59) ミトキエヴィッチについては Terry，。ρ.cit.， p. 126.を， コットについては Kot，Rozmowy 

z Kremlem. London， Jutro Polski， 1959.， p. 24.を参照。

60) DPSR， 1: 171. 

61) 次の論文が代表的。 Wfadyslaw Kulski，“ The Lost Opportunity for Russian-Polish 

Friendship "， Foreign Affairs， 25， July 1947. ， pp. 667-684. 

62) Jan Nowak， Courier /rom Warsaw， Wayne State University Press， Michigan， 1982， 

p.224. 

63) チャーチルへの訪ソ報告の中でシコルスキはスターリンを「現実主義者でポーランドに同情的で

あり，彼となら合怠に達するのも可能Jとしている。 DPSR，1. 179. 

64) Terry， 0ρ. cit.， p. 128. 

65) Ibid.， pp. 129-130. 

66) Edward Taborsky，“ A Polish--Czechoslovak Confederation: A Story of the First 

Soviet Veto"， J ounal 0/ Central Euroρean Affairs， vol. 9 CJanuary)， 1950， no. 4， p. 382. 

-137-



広瀬佳一

67) ウエルズ宛ての覚書は Taborsky，oρ.cit.， p. 382.シコルスキ宛ての覚書は Taborskあ oρ cit.，

pp. 383-385.及び Szumowski，0ρ. cit. ， pp. 402-403. 

68) Polonsky，。ρ.cit.， P' 77. 

69) Piotr Wandycz， Czechoslovak-Polish Confederation and the Great POUJers， 1940-43， 

Slavic and East European Series， vo1. 3， B1oomongton， Indiana University Publications， 

1956. 又翌1940年6月にも彼は次のように側近に語っている o Iポーランドの唯一の正しい政策

は， ソ連に支えられたチェコとの緊密な同盟並びに西側民主主義諸国との活発な友好，同盟とに

基づくべきである。JKaliszewski， 0ρ. cit.， p. 73. 

70) Kowalski， 0ρ. cit.， pp. 186-187. 

71) Wandycz， 0ρ. cit.， p. 61. 

72) Polonsky， 0ρ. cit.， pp. 98-99. 

73) ベネッシュは第二回宣言を承認しなかった。 DPSR，11: 48. 

74) Raczy白ski，0ρ. cit.， pp. 427-430. 

75) DPSR， 1 : 175. 

76) ソ連もいったんはこれを了承。 Polonsky，op. cit.， p. 101. 

77) DPSP， 1: 189. 

78) FR， 1942: 111， p. 107. 

79) Terry，。ρ.cit. ， p. 322. 

80) Polonsky， 0ρ. cit.， p. 110. 

81) Taborsky， 0ρ. cit.， p. 387. 

82) Ibid.， p. 388. 

83) Ibid.， pp. 390-391. 

84) 覚書については注89参照。会談記録は FR，1942: III， p. 201. 

85) Wapinski， op. cit.， p. 189. 

86) ここでは独ソ両国に占領されていると L、う状況にも拘らず，東部同境についての記述は一切なか

っ7こ。 Terry，。ρ.cit.， op. 89-90. 

87) Szumowski， op. cit. ， p. 413. 

88) Zbigniew Mazur，“ Memoarndum Seydy-Lipskiego w Sprawie Polskiej Granicy 

ZachodniejヘPrzeglqdZachodni， 35巻 4号， 1979.， p. 105. 

89) Ibib.， pp.106-107. 提出された覚書は大きく分けて次の三つの部分から成ってL、る。1. rrポー

ランドにとくに関連したドイツ問題 (GermanProblem with Special Relation to Poland)~， 

2. [J戦争直後にドイツに適用されるべき措抗 (Measuresto be Applied to Germany 

Immediately efter Cessation of Hostilities )~， 3. rr中欧および南東欧の問題 (TheProblem 

of Central and South-Eastern Europe)~。これらの所在は次の通り O スタンフォード大学フ

ーノミー研究所， The Ciechanowski Deposit， Box 39 (84)， folio: “General Sikorski's 

visit in Washington， Dec. 1942 to Jan. 10， 1943". なおこの原案であるセイ夕、、案について

はマズールの前掲論文による引用を参照せよ O テリーの先駆的研究はこの覚書に関してはその作

成過程を明らかにしておらず， リプスキの関与への言及がない。したがってセイダ、のシコルスキ

との立場の違いと覚書の内容との矛盾が未解決で、ある。ポーランドの史家マズールの研究はこの

点を明確に区別している点で重要である。

90) Terry，oρ. cit. ， p. 335. 

91) とくにセイダはこの点を最重要とみなし「明白で決然、とした要求をすべきである」としていた。

-138-



シコルスキの対ソ政策 (1939骨 1943)

Mazur，。ρ.cit. ， p. 108. 

92) Ibid.， pp. 107-110. 要約版では歴史的根拠付けは全く見あたらなくなる。 Terry，。ρ.cit.， pp. 

3-4. 

93) ポーランドの東部国境地域は， 14世紀のリトアニアとの連合王国以来， 18世紀末の分割までポー

ランドの覇権が続いていた。これに対し西方ではポーランド人は14世紀にすでにオーデル=東ナ

イセ線の東側に後退していたので歴史的権益の根拠は薄弱であった。

94) Mazur， 0ρ. cit.， pp. 113-115. 

95) セイダヰリプスキ覚書， 1. [jポーランドに特に関連したドイツ問題~ 2ページ。

96) セイダコリプスキ覚書， 2. [j戦争直後にドイツに適用されるべき措置~ 3ページ。

97) Mazur， 0ρ. cit.， p. 116. 

98) Terry， op. cit.， p. 112. 

99) Ibid.， p. 4. 

く111>

100) 例えば参謀総長のクリメツキ将軍，駐ソ大使のコット， 副首相のストロインスキ (Stanislaw

Stronski)，法相のポーピェノL.-'，農民党のワドシ，後の外相のロメル等がし、る。 Korpalska，0ρ. 
cit.， p. 143. 

101) Terry，。ρ.cit.， pp. 175-176. 

102) Kaliszewski， op. cit.， p. 48. 

103) ルーマニアで抑留中の最高司令官リッヅ=シミグウイが10月27日までその践を保持，従ってシコ

ルスキは正式には11月7日に就任した。 Kacewicz，oρ.cit.， p. 39. 

104) シコルスキは准将， ソスンコフスキは少将。 Kaliszewski，op. cit.， pp' 47-48. 

105) Ibid.， pp. 48-50.， PCZ， p. 37. 

106) 閣議では明確なサナツイア派はソコンコフスキの他にザレスキ， コッツ (AdamKoc)， ファル

テル (Alfred Falter) の3人。これは各党 1人ないし 2人の閣僚割り当てからしでも多かっ

た。 Kaliszewski，op. cit.， p・49.

107) Kacewicz， op. cit.， pp. 40-41. 

108) Ibid.， pp. 75-76. Raczynski， 0ρ. cit.， p. 59. 

109) Ka1iszewski， 0ρ. cit.， p. 78. 1940年6月初日の時点でポーランド軍の人員は84，461人，この

うち脱出出来たのが27，641人。 Kowalski，op. cit.， p. 172. 

110) Ka1iszewski， 0ρ. cit.， p. 77. 

111) 同時にラチキェヴィッチはシコルスキの側近であるストラスブeルゲル (HenrykStrasburger) 

とコットの解任も要求していた。 TadeuszSzumowski，“ Wokol przesilenia lipcowego 1940 

roku "， Kwartalnik Historyczne， 87 (1).， p. 89. 

112) クリメツキらは武力によってザレスキ首班指名を撤回させた。 Ka1iszewski，0ρ. cit.， p. 79. 

PCZ， p. 37. 閣議も19日声明を発表， 今回の大統領の措置は「パリ合意」の違反であり法的に

無効で‘ある， と断じている。 Szumowski，op. cit.， p. 91. 

113) この危機について，当時外交官であったドラチンスキ (E. Duraczynski) は次のような鋭い指

摘を行なっている「……反シコルスキの行動はある程度成果を収めた。つまりこの事件のためシ

コルスキは亡命政府の改革計画を放棄せざるを得なくなり，政府の政策に於ける左派~中道の影

響力強化の試みも拙析させられた。その結果危機には勝ち得たもののシコルスキの立場は幾分弱

-139ー



広瀬佳一

体化したのだった口JSzumowski， 0ρ. cit.， p. 94. 

114) Terry，。ρ.cit.， p. 57. 

115) Kaliszewski， ot. cit. p. 86. 

116) PCZ， p. 293. 

117) Raczynski， 0ρ. cit.， p. 120. 

118) Kaliszewski， ot. cit.， p. 88. リーベルマン， ミコワイチグ，ポーピェルは何れもフロント・

モルジェに属しシコルスキに近い政治家。 Korpalska，op. cit.， p. 193. 

119) Kacewicz， ot. cit.， p. 104. 

120) FR， 1942: III， p. 102 (アメリカの対ポーランド亡命政府大使ピドルによる報告).とくに軍部

の攻撃は激しかったO 例えば軍の機関誌「ヴァルカ (Walka)J はシコルスキがスターリンに対

し密かに領土的譲歩を行なったとL、う噂を紹介し，ポーランドに対する裏切りと決めつけている

程であった。 Terry，0ρ. cit. ， p. 233.及び pp.266-267. 

121) 一体何人のポーランド人がソ連に送られたのか。ポーランド側とソ連側の数字には大きな開きが

ある O コット大使は 150万としたのに対し ソ連は38万 8千人としている。また1940年の赤軍機

関誌「赤い星」は軍人に限って下士官18方 1千人，将校9，369人としている。 Terry，oρ.cit" 

p.209. 

122) DPSR， 1: 117及び 126.

123) DPSR， 1: 160及び 161.

124) DPSR， 1: 190， 193， 198. 及び 198の注 (p.596). 

125) Rozek， ot. cit ， p. 112. DPSR， 1: 215. 

126) Kot， Listy z Rosji， pp. 514-520. 

127) DPSR， 1: 272. 

128) DPSR， 1: 159及び 160.

129) Terry， ot. cit.， pp. 217-219. 

130) DPSR， 1: 213の註 (p.597). 

131) W. Anders， (中野五郎訳)Ir裏切られた草隊~ (日光文社， 1952年， 177ページ。 DPSR，I: 228. 

132) チャーチルとの会談に於けるアンデルスの次の発言でもこの点は明らか。「ロシアには正義も名

誉もない。ロシアには信頼出来る人など一人もいなL、JDPSR， 1: 259. 

133) 1941年 9月に二度にわたってシコルスキから， 創設されるポーランド軍からサナツイア派将校を

排除するよう申し入れがあるがアンデルスはこれを拒んでいる。 Anders，前掲書， 108-109ベー

、ンo

134) DPSR， 1: 103及び 108.

135) Terry， ot. cit.， p. 184. 

136) DPSR， 1: 189. 

137) ミトキェヴィッチの日記には次のような記述がみられるor(在ソ・ポーランド軍首脳は)皆， 口

を揃えて……ソ連の軍事的敗北は必至で，これはもう殆ど既成事実だ， と報告している。アンデ

ルス将軍はとくにこのことを強調していたoJTerry，。ρ.cit.， p. 211. またチャーチルとの会

議からもこうした見方は確認出来る。 DPSR，1: 262. 

138) 国内司令官は当初ソ連に占領されていた東部がトカジェブスキ将軍， ドイツ占領下の西部はロヴ

ェツキ大佐。ただしトカジェブスキ将軍は1940年 3月にソ連内務人民警察に逮捕される。したが

ってそれ以降ロヴェツキが実質的に唯一の国内司令官(正式就任は1940年6月18日)0 Hanns 

von Krannhals， Der Warschauer Aufstand 1944， Frankfurt am Mein: Bernard & 

-140一



シコルスキの対ソ政策 (1939-1943)

Graefe Verlag fur Wehrwesen. 1964， pp. 12-13. 

139) Ciechanowski， The Warsaw Rising， p. 80. 

140) Polskie Sily Zbrojne w Drugiej Wojnie Swiatowej， tom. 111: Armia Krajowa. (以下，

PSZ: 111と略)London: General Sikorski Historical Institute， 1950.， pp. 132-133. 

141) PSZ: III， p. 129. 

142) Nowak， op. cit. ， p. 67. 

143) 結局農民大隊は1943年7月に， 国民戦闘機構は分裂して1942年11月に， それぞれ AKに合流。

Ciechanowski， The Warsaw Rising， p. 80. 

144) PSZ: 111， p・434.

145) PSZ: III， pp. 107. PCZ， p. 914. 

146) PSZ: III， pp. 174-175. 

147) 園内軍部に強い不満を持っていたシコルスキは早くから政治・軍事の分離によって前者の優位性

を打ち立て，国内の統治を図るとL、う構想を持っていた。 Kaliszewski，op. cIl.， p. 46. 

148) Ciechanowski， The Warsaw Rising， p. 82. 

149) Michalewski， op. cit.， pp. 73-77. 

150) Ciechanowski， The Warsaw Rising， pp. 96-97. 

151) PSZ: III， pp. 172-180. 

152) PSZ: 111， pp. 185-187. 

153) Ciechanowski， The Warsaw Rising， p. 133. 

154) PSZ: III， pp. 191-194. 

155) PSZ: III， pp. 194-196. 

156) Kaliszewski， op. cit.， p. 87. 

157) 英外務省も同内の状況に束縛される亡命政府の特殊な心理に着目していた。 Contouvidis，ゆ.

cit. ， p. 423. 

くIV>

158) Korpalska， 0ρ. cit.， p. 234. 要約版テキストは Terry，。ρ.cit.， pp. 3-4. 

159) Korpalska， 0ρ. cit.， p. 235. 

160) Terry，。ρ.cit.， p. 109. 

161) FR， 1942: III， pp. 202-203. 

162) FR， 1942: III， pp. 199-203. 

163) FR， 1942: 111， pp. 204-207. 

164) FR， 1942: 111， p. 208. 

165) Raczynski， 0ρcit.， p. 157. なおシコルスキは12月12日にウエルズに会っており，この際勧告

の内容が伝えられたとみられるo Terry， 0ρ. cit;， p. 304. 

166) 覚書のテキストは FR，1942: III， pp. 208-212.また DPSR，1: 283.にも再録。

167) FR， 1942: III， pp. 315-318. 

168) FR， 1942: III. pp. 319-320. 

169) Polonsky， 0ρ. cit.， p. 115. 

170) DPSR， 1: 285. 

171) モスグワを訪問したイーデン英外相にスターリンが表明。 GrahamRoss (ed.)， The Foreign 

-141-



広瀬佳一

Office and the Kremlin : British Documents on Anglo-Soviet Relations 1941-45， 

Cambridge， Cambridge University Press， 1984， pp. 82-83. 

172) Kulski， op. cit.， pp. 676-677. 

173) こうしたソ連の姿勢の背景にシコルスキの訪米があったことは疑いがなし、。アメリカの駐ソ大使

スタンドレー (WilliamStandley) はモスクワ消息筋の情報として「ポーランドがスターリン

との交渉の前に領土問題をアメリカに提出したことこそが，正しく今日のポーランドコソ連関係

の悪化を招いた」と伝えている。 Polonsky，ot. cit.， p. 121. 

174) DPSR， 1: 292. 

175) DPSR， 1: 294. 

176) DPSR， 1: 296. 

177) DPSR， 1: 297. 

178) PCZ， P. 299. 

179) Ciechanowski， The Warsaw Rising， pp. 92-95. 

180) Ibid.， pp. 95-97. 

181) 阪東宏， r第二次大戦とポーランドJ[J現代史研究~ 22 (1986)， 41-42ページ。

182) Mazur， 0ρ. cit.， pp. 109-110. 

183) PCZ: 111， pp. 548-549. また英情報部に入った情報によると， もしシコルスキが領土について

ソ連に譲歩するならば AKは政府承認を取り消すということだった。LlewellynWoodward， 

British Foreign Policy in the Second World War， vol. 11， London， 1971， p. 619. 

184) Kowalski， 0ρ. cit.， p. 313. 

185) Anders，前掲書， 214-220ベーシ。

186) RaczYI1ski， 0ρ. cit.， p. 165. 

187) Polonsky， 0ρ. cti.， p. 119. 

188) この事件はドイツ占領下のスモレンスク地域の森で数千人のポーランド軍将校の死体が発見され

たものO これら将校は1941年から消息を絶っており，ポーランドは再三ソ連にその行方を問い合

わせていた。

189) DPSR， 1: 307. 

190) DPSR， 1: 313. Mikolajczyk， 0ρ. cit.， p. 29. 

191) シコルスキの死に対するソ連の反応は， I司交断絶l白後とは思えぬ程暖かいトーンのものであっ

た。 7月9日付「イズヴェスチャ」紙はその論説でポーランド=ソ連関係へのシコルスキの功績

を讃え次のように述べている。「この体大なポーランドの政治家又司令官の名は， ポーランド=

ソ連関係と結び付いて末永く残るであろう。」さらに PPRも機関誌で彼の死を悼んでいるo

Kowalski，oρ. cit.， pp. 340-341. 

-142-



シコルスキの対ソ政策 (1939-1943)

l参考地図

Poland's BωJRdaries 
Before and Aner World War JI 

" 
回

Y
 

N
 

A

W

 

M

o

r

t

d

h

 

R
J
f
f
¥
 

官
副G

 崎

む

.岨団自白

山町…

』吟窃場f'II!l=ll'
...... 岨.‘b醐刷由市・ 時四-，明日目' 晦白ー四割岡崎 1M'

c:コ"'"圃...0.......同何旬・巾包...... 自・抽個師輔

c::コ""'"町制柚，...崎町閉恥柑.. 帽・酬S

第二次大戦前後のポーランド国境線

Sikorski's Soviet Policy (1939-1943) 

一一ー TheOrigins of the Polish Question -一一

Yoshikazu HIROSE 

Many studies concerning Poland in the Second W or1d War have focused 

on the second half of the wartime period during which Teheran Summit， 

Warsaw Uprising and Yalta Summit occurred. However， to understand how 

and why the so-called ‘Polish Question' emerged， one cannot ignore the first 

half of the war period， when General Wladyslaw Sikorski was the prime 

minister of the Polish government-in-exi1e. This artic1e focuses on the po1icy 

of Sikorski in an attempt to shed new light into the origins of the ‘Po1ish 

Question '. 

General Sikorski considered a detente with the Soviet Union as sine qua 

non for postwar Poland. 1n particular， he regarded the solution of the problem 

of eastern frontier as the most primary issue. The development of his Soviet 

policy proceeded in three stages. 
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By the spring of 1942， Sikorski's policy consisted of the following three 

main tactics : 1) creation of Polish troops in the Soviet U nion as the basis of 

practical cooperation， 2) incorporation of some of the German territory into 

Poland for postwar security， 3) preparation for the Central European Con-

federation. The anticipated loss of the eastern frontier was to be compensated 

for by the inclusion of independent Lithuania into the Confederaon. In 

general， these tactics did not run contrary to the Soviet's interests. The main 

obstacles came from within Sikorski's own government. The majority of the 

government members were against Sikorski's pro-Soviet posture. Their 

criticisms stemmed from deep-rooted doubts against Russians and their belief 

that the Soviet would collapse at the end of this war. 

The Soviet veto against the planned Confederation as well as the internal 

pressures finally forced Sikorski to make adjustments in his original policy 

at the end of 1942. His new plan， unlike the first plan， strongly emphasized 

the anti-Germann character of the Confederation and made territorial demands 

up to the Oder-West Neisse line. These territorial demands in the western 

frontier were meant to compensate for・ theloss of the eastern territories. 

The failure of Sikorski's visit to the United States in the end of 1942， his 

last gamble， marked the turning point of his Soviet policy. He gave up 

continuing his soft policy and began to take a harder line toward the Soviets. 

The drastic deterioration in relations between Poland and Russia in ear1y 1943 

was obviously e旺ectedby this Poland's policy shift. 

The fact that the Poland's policy shift took place before the Katyn affair 

is very significant since Russia's behavior of breaking 0旺 diplomaticrelations 

with Poland can be in this respect explained as the reaction caused by this 

Poland's new stance. 

The policy shift of the Polish government made the adjustment of the 

eastern frontier almost impossible and shut the door to the understanding 

with Russia. It also led to the Soviet Union's demand for reshuffiing of the 

Polish government. In this way the fruitless aisputes over the territory and 

the character of the Polish government， which continued during the second 

half of the war ， began. The ‘Polish Question 'now came to the surface. 
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