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待していたのである︒

村

哲

の結成を望んでおり︑そのためソ連の全面的な支持を期

産党は国民党勢カも取り入れた形での抗日民族統一戦線

中ソ不可侵条約とソ連の対中国軍事援助

はじめに

一九三七年の中ソ関係を考察するためには︑慮溝橋事

一九三七年七月盧溝橋事件が勃発し︑日中戦争が始ま

まず自国の防衛を第一に考えるソ連としては日ソ関係

た︒こうした中国側の窮状を利用して︑ソ連は三七年八

な武器その他の物資をソ連に頼らざるを得なくなってき

ると︑蒋介石政権は︑抗日戦を戦うためにぜひとも必要

の悪化はやむを得ないとしても準備の整わないうちは日

その目的が︑ソ違側研究が主張しているように︑日本

本との直接戦闘を回避する方向にあった︒また日中戦争

戦を支援する方針であった︒それに対して︑抗日戦より

侵略者に対する中国人昆の民族解放戦争を支持するとい

に乗り出す︒

も掃共戦を優先してきた蒋介石の率いる国民政府も︑西

う単純なものではなく︑中国政府を反﹄ミンテルン陣営

月中ソ不可侵条約を締結して︑積極的に対中国軍事援助

安事件の解決を機に対ソ関係改善に向けてすでに動き出

から引き離し︑断固抗日陣営に立たせることにより︑間

に対しては不介入政策を堅持しながらも︑中国の対日抗

をみておく必要がある︒

件勃発前のソ連と中国︵国民政府と共産党︶の相互関係

駒
していた︒一方︑日本の侵略阻止を前面に掲げる中国共
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接的に自国の安全を確保することにあったことはいうま
でもない︒

ソ連の対中援助は中ソ不可侵条約締結以後︑本椿化す
るのであるが︑従来の研究では両者の関連に注目したも

もっぱら国民政府に援助を与えたのは当然であって︑中

国共産党も基本的にはこの政策を支持する方針であった
と思われる︒

日独防共協定締結から日中戦争勃発︒までのソ連の中国

めて︶に依拠して︑中ソ不可侵条約と武器援助問題が密

本稿では︑現在利用可能なソ連側史料︵研究書もふく

令が作成された期日は不明であるが︑おそらく三六年末

る︑ボゴモロフ駐華ソ連大使宛政府訓令である︒この訓

の対中国関係強化間題に関するソ連政府の立場﹂と題す

政策の基本方針を示す文書が存在する︒それは︑﹁今後

接不可分の関係にあったことを中ソ交渉︵主な争点は︑

から三七年初めごろであろう︒この文書はその後の緊迫

一

相互援助条約かそれとも不可侵条約か︑後者と武器援助

した国際情勢を十分見通して︑ソ連の援助により中国を

＾1︺

協定締結のタィミング︶に焦点をあてて明らかにすると

抗日勢カとして強化する政策をすすめる方針を示してお

のは殆どなかったといえる︒

ともに︑ソ連の対中国軍事援助の実態︵内容と方法︶を

り︑きわめて重要と思われるので︑多少長くなるが全文

＾3︶

解明したい︒

引用する︒

党︶政府に向けられたものであることに注目すべきであ

まず︑このソ連の対中国援助がもっぱら蒋介石︵国民

る条件で広範な友好条約を結ぷこと︑及ぴ以下の項

と︑そのかわり︑この決定の︵二︶で述べられてい

相互援助条約として定式化するのは尚早と考えるこ

していくこと︑しかしこうした協カを中ソニ国間の

共通の危険に対する中ソ協カを従来通り支持

る︒ソ連が西安事件の解決を目指したこと︑﹁中国にお

で述べられている状況にしたがって実際的な協カを

︵一︶

ける統一戦線がすでに国民党を包摂して形成されたとい

行なうことをこの段階で提案すること︑等を蒋介石

ニ ソ連の対中国政策基本方針

う判断﹂に立っていたことを考慮すれぱ︑抗日闘争内部

＾2︶

での国共対立の激化が伝えられていたにもかかわらず︑
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南京政府と友好条約を結ぷことは妥当である︒

に表明する件を 大 使 に 一 任 す る ︒
︵二︶

その際日独秘密協定にあるのと同様な趣旨と本文を
その中に挿入すること︑すなわち︑第三国による一

方の締約国への攻撃の危険があるとき︑他方の締約
国は第三国を有利な状況におくような措置をとった
り︑それと協定を精んだりしない義務を規定する︒

また︑その共通の利益を守るために︑とるべき措置
について両締約国で相亙に協議することを規定する︒

さらに︑この条約には︑全般的な太平洋相互援助協

定が発効するときの中ソ友好条約の自動廃棄を規定
した上で︑両国があらゆる方法で太平洋相互援助協

南京政府と軍事技術協定を結ぷことは︑以下

定を早急に結ぷよう協カする義務を合むこと︒
︵三︶

の点を考慮してさらに適切であると考える︒

︵乱︶すでに我が方が南京政府に対して行なった原

則的約束にしたがって︑飛行機︑戦車︑その他の軍
事装備を売却すること︒このために南京政府に対し
て︑二−三年利用可能な五〇〇〇万米国ドル借款を
供与すること︒但し︑兵器購入の支払い分として︑

一〇年間にわたり︑錫︑タングステン︑茶︑絹︑そ

の他の中国製品を納入すること︒

︵b︶すでに我が方が与えた約束にしたがって︑中

と︒最悪の場合には︑中国西北にある︑然るべき中

国人バイロツトと戦車兵を受け入れる用意があるこ

国軍事学校に我が国の教官を派遣することも可能で
あると考える︒

︵C︶甘粛経由で中ソを結ぷ唯一の連絡網に日本側

から脅威が与えられた場合及び中国軍司令部から要

請があった場合︑この達絡網を守り︑中国軍に加わ

るために我が隊員とともに若干の飛行機並ぴに戦車

中国東方との連絡を確保し︑右記方策の実施

団を送ること︒

︵四︶

＾4︺

を容易にするために︑一九三五年三月一九日付イン

スタンツィヤの決定にもとづいてボゴモロフが南京

政府に対して行なった︑ソ連国境からウルムチ︑ハ

︑︑︑︑蘭州︑西安︑南京︑上海までの航空路開設使用

のために︑対等の条件で中ソ会社をつくる提案を再

右記の協定を南京政府と結ぷ際︑中国軍の中

開し︑すすめること︒

︵五︶
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にいるドイツ人軍事顧問をすべて排除するように努
めること︒

この文書で特に注目すべき点はソ連側が二国間の相互

援助条約よりも多国間のそれを指向していたこと︑及ぴ
軍事面では物的援助だけでなく人的援助も考慮していた
こと で あ る ︒

これはソ連が︑単独でファシスト諸国の侵略に対処す
るのではなく︑西欧諸国に集団的抵抗を呼ぴかける︵い

わゆる集団安全保障︶と同時に︑最悪の場合には︑一国
のみでも反ファシスト陣営を強化する方針であったこと

ソ協定をつくり︑それに他の太平洋諸国が参加する方が

よいのではないかと尋ねた︒これに対してリトビノフは︑

ヨーロッパの例︵いわゆる東方条約︶を引用してあくま
？︺
でも集団安全保障構想を主張して譲らなかった︒

その後上海に帰任した︵四月一日︶ボゴモロフ駐華ソ

連大使は王寵恵外交部長と会見し︑訓令にしたがって以

まず第一に中国政府が太平洋地域相互援助協定を発議

下のようなソ連側提案を伝えた︒

この問題でできる隈り中国政府に協カすること︒

するように︑その場合ソ連側はこの提案に賛成であり︑

互援助協定締結の可能性について検討する用意があるこ

次に太平洋協定が成立しない場合には中ソニ国間の相

と︒その際大使が強調したのは︑単なる覚書の交換では

を窺わせるものである︒

三七年春には︑ソ連外交が・この文書に示された方針に

理解できないとして︑中国政府にとってこの条約の利益

を提案した︒この問題に対する中国政府の否定的態度は

さらに犬使は中ソ不可侵条約交渉にすぐ着手すること

題を再び審議する用意があるということであった︒

かり明らかになった後でのみ︑二国間の相互援助協定問

同の外交努カであり︑太平洋協定の不可能なことがすっ

なく︑太平洋協定成立を目指した真面目でねばり強い共

したがって展開し始めた︒︑三七年三月一一日︑前年一〇

月顔恵慶に代わって駐ソ大使に任命された蒋廷繊と会談
したリトピノフ外務人民委員は︑英米を含めた太平洋地

域協定によってのみ︑日本の侵略の完全阻止と極東の平
和確保が可能となり︑日本は対抗できず︑遅かれ早かれ

せる方向で︑中ソの外交努カが払われるべきであると主

これに参加するだろうと語り︑この構想を英米に納得さ

張した︒それを聞いて大使は︑まず始めに中核となる中
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はいうまでもなく︑将来ありうる二国間協定︵相互援
約の全加盟国にこの提案をするのが望ましいのかという

ることになる︒ここで注目すべき点は中国政府がソ連ど

日中戦争の開始により︑中ソ関係は新たな局面を迎え

一一一中ソ不可侵条約と武器援助問題

王外交部長の質問に対して︑ボゴモロフは中︑英︑ソ︑

の二国間の関係改善を目指して活発な動きをみせ始めた

助︶交渉をかなり容易にすると語った︒なお︑九力国条

日︑米︑仏の主要国のみでよろしいと答えた︒以上のご

ことである︒

＾6︺

とく︑ソ連側が中ソニ国間の相亙援助協定よりも太平洋

帰結として二国間条約交渉に固執した︒それに対して︑

慮溝橋事件勃発後も︑ソ連側は従来通り中国政府によ

しかしながら︑ここで大使が︑訓令を一歩すすめて不

中国側は︑関係諸国の消極的態度からみて太平洋協定の

地域相互援助協定という集団安全保障体制の構想に強い

可侵条約の交渉開始を提議したのはいかなる理由からで

実現は期待できず︑日中戦争の開始によって華北の状況

る太平洋地域協定の提唱︑中ソ不可侵条約の締結︑その

あろうか︒ソ連の主張する集団安全保陣構想に対して︑

が変わったとして︑中ソ相互援助協定を望んでいること

関心をもっていたことは明らかである︒

英米を中心とする欧米諸国の態度は依然として冷淡であ

を表明した︒

ソビエト側提案に対する中国政府のこうした態度につ

＾8︶

り︑また︑当事者である中国政府の消極的姿勢からみて

その実現可能性がきわめて乏しいものであることを大使
．

いて︑ボゴモロフ大使はストモニャコフ外務人民委員代

＾7一

は十分知っていたのではないか︒それゆえ︑国民政府が

理宛七月ニハ日付電で以下のように述べた︒︒

中国政府はこのような協定締結が間接的に日

日本と和解する︵反コミンテルン陣営に参加する︶のを

︵一︶

本の満州併合を認めることになるのを恐れている︒

・

いか︒これがその後︑ソ達政府によっても支持されるこ

が実際の理由は日本の反発を避け︑まだ和解の道を

阻止するために︑不可侵条約を持ち出したのではあるま

とは次にみるとおりである︒

残しておきたいからである︒その態度からみて︑中
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国政府がイニシアチブをとると考える根拠は何もな
い︒︵二︶中ソ不可侵条約にも相変わらず消極的で

長引かせている︒︵二︶物的援助間題でも引き延ぱ

かくして︑国民政府はソ連と．の提携に向けていっそう

活発な動きをみせることになるのである︒

七月二六日︑蒋介石の意を受けた張群がボゴモロフ大

は日独と衝突することになるからである︒そして結

からであり︑第二にソ連からの援助を受け取ること

はやこれ以上当てにすることはできない︒中国の備蓄は

国政府は日本の同盟国であるドイツからの武器調達をも

それによると︑今や日中戦争は避けられないので︑中

使を訪ね︑蒋の考えを伝えた︒

論として︑﹁こうした不満な交渉結果にもかかわら

供給国はソ連である︒蒋介石はこの問題︵武器調達︶を

しを行なっている︒その理由は︑第一に額に不満だ

ず︑ソ連のとっている立場が完全に正しいことは国
＾9︶
民党側も知っている﹂と記した︒

ソ連からのいかなる政治的義務も負わない︑純粋に商業

的なものと考えるよう頼んだ︑という︒

＾10︺

わずか六−七力月しかない︒中国にとって唯一の可能な

これまで日本を刺激することを恐れるとともに︑米英
からの対中援助に悪影響を及ぼすことを懸念してソ連と

この会見後︑大使は以前の提案を修正して︑華北情勢

ず︑実務的にこの問題を解決するのがいっそう適切であ
＾u︶
ると考えるに至った︑と外務人民委員部に報告した︒

の提携を差し控えてきた中国が︑単なる不可侵条約では

恩うに︑日中戦争の拡大が必至となりつつある情勢下︑

これに対して︑七月三一日︑リトピノフはボゴモロフ

の急転回に関連して武器調達と不可侵条約とを結びつけ

国民政府としても︑稜極的に抗日戦に取り組まざるを得

宛に︑現時点での相互援助条約締結は以前よりも適当で

なく相互援助条約を希望するに至った理由はどこにある

なくなってきたのではあるまいか︒その際︑米英が日本

ないこと︑その理由はこうした条約は直ちに対日宣戦布

のだろうか︒

との関係を考慮して積極的な対中援助に踏み切れない以

を限度として一億元まで増やす用意があること︑また︑

告を意味することになるからである︑兵器購入額は一年

ったといえよう︒

上︑蒋介石が武器援助を期待できるのは︑ソ連のみであ
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引渡し分として︑装備付き飛行機二〇〇機と戦箪二〇〇
台を与えることができること︑さらに中国人パイロヅト

と戦車兵の訓練を引き受ける用意があること︑そして最
後に︑武器引渡しの不可欠の条件は︑予め不可侵条約を
締結することである︑とソ連側の意向を伝えてい詔︒

中国が日本とともに反ソ軍事同盟に加わるのではない
かという不安が︑こうした意向の背後にあったものと思
われる︒

ついで八月二日︑ボゴモロフ大使は直接蒋介石と会談
して ︑ 中 ソ 間 の 諸 問 題 に 関 し 意 見 交 換 を 行 な っ た ︒
まず始めに大使は︑現在ソ連政府は相亙援助条約のど
んな交渉も行なうことが可能であるとは考えないと言明

した︒これに対して︑蒋は援助の増額と飛行機の増加
︵二〇〇機ではなく五〇〇機︶を希望する旨︑語った︒
そして主な議論は不可侵条約問題に及んだ︒

辮介石は︑条約が中国の主権侵害をもたらすものでは
ないという条件で︑直ちにソ連と不可侵条約を結ぷこと
には原則として賛成であるが︑いかなる状況の下でも︑

それが軍事援助協定の代価として解されることには同意
できないと主張した︒これに対してボゴモロフは︑第一

のための代価としてみられることを欲しないこと︑また

を無条件に調印する用意はあるが︑これが武器調達協定

蒋介石夫人が︑彼の立場を説明してソ連との不可侵条約

ここに至って︑蒋は進退きわまり︑代わって今度は︑

けれぱならないと答えた︒

とであり︑極端な場合︑二つの文書は同時に調印されな

合には武器調達協定調印の意味もなくなるのは自明のこ

これについて︑犬使はもし不可侵条約が成立しない場

器調達協定に調印することができるかどうか間い質した︒

は条約調印後行なわれるけれども︑不可侵条約以前に武

とを主張するソ連政府に対して︑蒋介石は引渡しの実施

あくまでも不可侵条約調印が武器引渡しに先行するこ

ぞれの基本的主張である︒

器を与えることはできない︑と答えた︒以上が中ソそれ

可侵条約という形で最小隈保証されないのに︑中国に武

わが国の武器がわれわれに対して使用されないことが不

それをなんらかの代価と解されることではない︑第二に

務を負うことにあり︑相手国を侵賂しないという義務は

に不可侵条約の本質は両国が互いに侵賂しないという義

●

彼は他のすべての国に援助を要請するつもりはなく︑万
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一の場合には独カで日本の侵略に反撃を加える考えであ
ると伝えた︒

つづいて︑ソ連が武器引渡しと不可侵条約締結を関連
させる主張を繰り返した後︑最後に︑蒋介石は不可侵条
約を公表せず︑秘密にしておくことはできないかと尋ね
た︒ボゴモロフは通常の条約と同様公表するのが当然で

あると答えたが︑蒋の希望を本国政府に侯えることを約
束した︒

ともかくついに中国側は不可侵条約交渉をすぐ開始す
ることに同意し︑王寵恵外交部長との間で交渉が行なわ
＾聰︶
れることになった︒
＾14︶

こうして始まった中ソ交渉のその後の経過は以下のと
おりである︒

八月八日︑中国側草案をボゴモロフ大使に手交︒同日
外務人民委員部宛電報で︑犬使は︑陳立夫が﹁調印の際︑

両国とも日本と不可侵条約を結ぱない義務を負うことを
口頭で約東するように中国政府は希望している﹂と述べ

翌九日︑ソ連側は犬使宛訓令で︑第二条︵一または二

た旨︑報告した︒

以上の侵略国が被侵略国の不利に利用することあるべき

何らの行動または協定をもなさざること︶を加えるよう

指示︒また︑この条項により中国が提起した︑日本と不

と︑及ぴこの付加により中国側も︑本質において﹁反ソ

可侵条約を結ぱないという問題がすっかり解決されるこ

ン﹂協定を結ぱない義務を負うことになること︑を口頭

的性格﹂を帯びている日独協定のような﹁反コ︑・︑ンテル

で指摘するよう指示︒第二条のこうした解釈について双

方の然るべき口頭声明を一致させるよう大使に一任︒

八月一二日︑王外交部長との交渉経過について本国に

知らせる中で︑ボゴモロフは︑﹁貴方︵ソ連政府︶の最

近の追加で我々の文案に第二条が採択された︒王は︑中

国政府がソ連側の文案を受け入れる用意がある限り︑両

国閥で口頭の確認︵ソ連側にとって︑日中が不可侵協定

を結ぱないーいかなる反コミンテルン協定も結ばないこ

と︶は無用であると主張した﹂旨︑伝えた︒

これに対して︑八月二一百︑外務人民委員部の大使宛

訓令は︑中国が不可侵条約発効中︑他国といわゆる反コ
＾旭︶

ミンテルン条約を結ぱないという公約が絶対に必要であ
ると主張︒

以上のように中ソ両国の主張はかなりの対立をみせて
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いたのであるが︑ともかく︑八月二一日になって不可侵

それによると︑徐謹︵外交部次長︶が不可侵条約と武器

について興味深い報告を外務人民委員部に送っている︒

翌二二日︑ボゴモロフ大使は条約締結直前の交渉内容

は同意した︒

の時武器調達協定がモスクワで調印されることに蒋介石

条約が調印され︑発表は三一日と決められた︒また︑こ

るが︶に積極的であったこと︑第二に︑中国は臼中戦争

ることを阻止するために︑中ソ提携︵多国間協定ではあ

嵐溝橋事件以前から︑中国が反コミンテルン陣営に加わ

以上の中ソ交渉から明らかなことは︑第一に︑ソ連は

なぜなら︑これにより反日グループの立場は非常に強ま
竈︶
ることになるからである︑と述べている︒

ゴモロフは︑今すぐ飛行機を中国に送ることが望ましい︑

いると説明している︒そしてモスクワヘの要望としてボ

反日グループに接近しており︑彼の妻も反日感をもって

調達協定を同時に調印したいと言ってきた︒これは蒋介

開始後︑ソ連からの援助を期待して相互援助条約を希望

＾珊︺

石の態度変更︵以前︑彼は不可侵条約が武器調達協定の

するに至ったが︑日中戦争に巻き込まれることを恐れる

引かせることになると危慎の念を抱いた大使は﹁中国政

モスクワにきわめて否定的な印象を与え︑問題全体を長

側はソ連の態度︵不可侵条約が武器援助協定に先行する

したこと︑第三に︑当時の中ソのカ関係からみて︑中国

ソ連は相互援助条約ほど緊密ではない不可侵条約に固執

＾〃︶

反対していた︶を示すものである︒彼のこうした態度が︑

代価とみられることを恐れて︑両者を結ぴつけることに

府は火遊ぴをし︑一いったいわれわれから何を欲している

この条約により︑中国は︑ソ連からの援助を期待でき

ことをあくまでも主張する︶に変更を迫る手段を殆ど持

このような大使の憤癩を聞き知った蒋は︑徐謹の菱言

るようになったとはいえ︑日本との和解の可能性を排除

のか︑日本と戦うための飛行機か︑それとも単なる条約

は自分の考えを誤解したものであり︑すぐ条約を結ぷよ

した︒一方ソ連は︑一段と中国政府を自国に依存させる

っていなかったことである︒

う王寵恵に指示したという︒その背景として︑親日派が

とともに︑日中戦争長期化の中で日本軍の中国戦線への

文か﹂と激しい不信感を示した︒

蒋に圧カをかけて条約調印を遅らせようとしたが︑彼は
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＾19︺

拘東を可能にしたといえる︒不可侵条約に至る中ソ交渉
を通じて︑ソ連は外交目的の達成に成功したのである︒

予定︑楊恭が中国政府唯一の全権である︵八︶五〇
＾皿︺
機の戦闘機を調達分として蘭州に送ってほしい

九月九日︑モスクワに於てソ連国防人民委員代表と楊

は武器調達に関する話合いが行なわれていた︒しかし︑

すでに指摘した︐ことく︑不可侵条約交渉中︑中ソ間で

す了解が成立した︒また中国側の希望で︑飛行機の第一

して︑軍事設傭︑弾薬︑弾丸を中国側に具体的に引き渡

ソ連政府が中国政府に供与することを提案した借款分と

木⁝中国代表との会談が開始された︒そして︑一四日には

この問題が具体的進展をみせるのは︑条約調印後である︒

陣引渡し期日も短縮された︒こうして︑通常の国家間の

ソ連の対中国軍事援助

不可侵条約調印直後の八月二三日︑蒋介石は楊木⁝を団

慣例とは異なって︑軍事設備調達は借款協定ができる数

四

長とし︑王叔銘を代理とする軍事使節団を任命したこと

力月前から始まっており︑第一次借款協定︵三八年三月

＾20︺

＾22︶

一日調印︶までに︑飛行機二八二機が中国に送られたと

をボゴモロフ大使に伝えた︒

ついで八月二七日︑ボゴモロフは︑陳立夫と武器調達

される︒

の一を茶その他の消費財で行なう︵六︶詳細な条約

︵五︶借款は四分の三を非鉄金属類で︑残りの四分

︵四︶飛行機二〇〇機︑戦車二〇〇台を送ること

ドで締結︵三︶借款の期間は六年で︑一年目は据置

︵一︶借款の額は一億元︵二︶条約はイギリスポン

ソ連の方がもっと複雑な国際状況の中におかれていると
＾鴉︶
答えて︑慎重な態度を示した︒

し︑ストモニャコフは一つの敵と戦っている中国よりも︑

ことは多いにあり得ることであると大使が述べたのに対

できないかと率直に語った︒さらに︑日本がソ連と戦う

廷敵駐ソ大使は︑中国にもっと武器援助を与えることは

一方︑ストモニャコフ外務人民委員代理と会見した蒋

はモスクワで調印︵七︶楊木⁝と張群は今朝西安を飛

とにかく︑日中戦争勃発後︑不可侵条約という中ソ接

間題について話し合った︒その内容は以下のとおりであ
る︒

ぴ立ち︑二九日か三〇日に代表団はウルムチに着く
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近を経て︑ソ連の対中国軍事援助は開始されたとみてよ

う︒この第一次借款協定にしたがって︑ソ連は飛行機二

しかもその時には借款は事実上使い果たされていたとい

この借款協定は三八年三月一日モスクワで調印された︒

その後借款の額は五〇〇〇万米国ドルまで増やされ︑

件が︑ブォロシー口7国防人民委員及ぴ︑ミコヤン外国貿

ソ！エト政府はこれに同意し︑その後︑新借款の実施条

国ドルの借款供与をソビエト政府に依頼にきたのである︒

次借款交渉にあたった彼は︑今度は︑一億五〇〇〇万米

法院長がモスクワに到着した︒前年の第一次および第二

大された︒四月︑中国政府特命全権大使として︑孫科立

こうしたソ連の対中援助は三九年に入ってますます拡

泰︶
軍事援助を中国人民に与えたと主張している︒

九七機︑戦車八二台︑大砲およぴ曲射砲四二五門︑機関

いだろう︒

銃一八二五丁︑自動車四〇〇台︑弾丸三六万発︑ライフ

易人民委員との間で合意をみた︒この第三次借款協定は

二次借款協定が調印された︒それにしたがって︑ソビエ

つづいて︑三八年七月一日︑五〇〇〇万米国ドルの第

フル銃五万丁︑貨物自動車五〇〇台︑飛行機用爆弾一万

ソピエト連邦は夫砲二五〇門︑機関銃四四〇〇丁︑ライ

の時発表された契約に添付されたリストにしたがって︑

＾刎︺

ル銃実包一〇〇〇万発︑その他の軍事物資を中国へ送っ

三九年六月二二日ミコヤンと孫科の間で調印された︒そ

ト連邦は飛行機一八O機︑犬砲三〇〇門︑軽機関銃一五

＾26︶

た︑とされる︒

〇〇丁︑貨物自動車三〇〇台︑航空機エンジン︑予備品︑

六五〇〇発︑砲弾五〇万発以上︑実包一億発︑その他の
茅︶
軍事物賢を中国側に送った︑と説明されている︒

弾丸︑実包その他の軍事物資総額三〇〇〇万米国ドルを

対して二度にわたって総額一億米国ドルの借款供与を行

以上のように︑一九三八年中にソビエト連邦は中国に

〇〇丁およぴ大量の弾薬︑弾丸︑弾薬筒︑電気設備︑爆

動車とトラクタ⊥二五〇台︑大砲二五〇門︑機関銃；一

によれぱ︑ソビエト達邦は飛行機三〇〇機以上︑貨物自

そのほか︑この協定にしたがって結ばれた三つの契約

なった︒ソ連側によれぱ︑ソビエト政府は日本侵略者に

撃装置︑修理設備︑発動機用燃料︑その他の軍事物資︑

中国に引き渡した︑という︒

対する正義の闘いで︑政治的道義的支持とかなりの経済
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およそ総額七〇〇〇万米国ドル相当を中国に納入した︑
＾磐

と︑
︑うo

この協定は︑日本侵略者に対する闘いで中国人民にソ
ピエト連邦が与えた援助の大きさを証明した︑とソ連側
秀︶

は主張している︒

この第三次借款協定とほぼ同時に中ソ通商協定が結ぱ

に戦闘機二二機を送っただけであり︑イギリスではグラ．

ジエーター戦闘機を三六機購入したけれども︑三八年半

ぱまでに中国に到着したのはそのうち僅か一八機であっ
＾磐
たという︒

国民党政府の公式資料によれば︑抗日戦争中︑中国は
＾33︺

ソ連から様々な型の飛行機を八八五機受け取ったとされ
る︒

また︑三八年にはソビエト軍事顧問団もできており︑

れた︵三九年六月ニハ日︶︒ソ連側の説明によれぱ︑条

あり︑駐華ソ連大使館に通商代表部が設けられたとのこ

約の基盤となったのは︑互恵︑主権の相互尊重の原則で

各種教育施設や中国軍部隊において九万人以上の中国人
＾彗
がソ連専門家の指導の下に教育訓練を受けたといわれる︒

＾30︶

のソ連の対中武器援助であるが︑ソ連が抗日戦争中︑中

以上が︑慮溝橋事件勃発後︑ノモンハン事件．ころまで

二〇〇名以上のものが日中戦争のために命を藩としたと

ソピエト飛行士︑整備員が中国へやってきて︑そのうち

その間︑ソビエト側の犠牲者も増え︑七〇〇名以上の

とである︒

国に送ったのは武器だけではなかった︒

︑§︒

連製爆撃機及ぴ戦闘機隊の第一陣が南京へ到着した︒中
＾皿︶
国でのソビエト義勇兵の戦闘活動が始まったのである︒

を妨害しているとき︑中国がソビエトからの援助を受け

仏英当局がインドシナ︑ビルマ経由での対中国貨物輸送

すでに三七年二一月一日︑ソビエト飛行士とともにソ

三八年一一月初めまでに︑ソ連は︑中国に重爆撃機六︑

取る上で︑特に重要であったのは︑アルマ・アタから新

ところで︑日本が中国沿岸地帯を完全に封鎖する一方︑

しう

中爆撃機一四六︑戦闘機⁝一二︑訓練機八︑計四九一機

彊を通って蘭州までいく西北ルートであった︒この古代

シルクロードが中国人民と日本侵略者との戦争開始後再

を送つた︒

それに比ぺて︑アメリカは三七年の戦闘開始後︑中国
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燃料などの物資を積んだ自動軍や︑ラクダ︑ラパのキャ

ぴ息を吹き返したのである︒中国軍のために武器︑弾薬︑

箪で移動して行った︒その数は五二六〇台以上に達した

れた︒そうした物資は新彊の幹線道路をソ連製貨物自動

＾36︺

ラパン隊がここを通ってっぎつぎと進んて行った︒

という︒また四〇〇〇人以上のソピエト人民が中国人民
＾〃︶
を助けるために困難な状況下︑献身的に働いたとある︒

ソ連側史料によってこの陸上輸送路を再構成してみよ

通って新彊との国境地点ホルゴス︵二三〇キロ︶まで達

ァ鉄道のサルイ・オゼク駅へ送られた︒ここがソ連領を

ソ連からの特別物資はすべて︑トルキスタン：ソベリ

北ルートを通って新彊を旅行し︑ソ連の自動軍が列をな

み替え基地︑給油所︑修理工場︑倉庫もつくられた︒西

かり終わっていた︒道路には何百もの橋が架けられ︑積

人以上が参加する道路建設作業は三九年夏︑ころにはすっ

加えて︑別の史料によれば︑地域住民と中国軍一〇万

する自動車遣路の起点であり︑それから新彊︵一五三〇

して中国に軍事装備と物資を運ぶのを目撃したアメリカ

︑フO

キロ︶を通ってさらに自動車道の終点苛粛省の蘭州︵一

人ジャーナリスト︑エドガー・スノーは︑整然と道路網

を利用しているのに驚いたという︒西北の幹線道路は中

一六五キロ︶まで行く︒かくして道路の総延長は二九二

五キロに達する︒遺路には食料や燃料補給のため二〇の

国側の低抗に活カを与えるきわめて重要な動脈であった
＾警

宿営地が設けられた︵そのうち一八が中国側︶︒

一方︑海上輸送についてはどうかと言えぱ︑三七−三

のである︒

ルの砂漢の悪路という困難な状況で行なわれた︒短期間

ト連邦は海路で定期的に軍事貨物を移動し始めた︒この

八年中国戦線のきわめて困難な状況を考慮して︑ソビエ

中国への貨物輸送は︑海抜一五〇01二〇〇〇メート

でこの道路は︑ソ連の援助で新たにつくり直され︑一九

たイギリス汽船﹁ロード・コクレイン号﹂を個人の資格

ために中国政府代表は三七年一一月オデヅサ港に到着し

三七年一〇月から三八年二月半ぱまで︑ソ連国内では

でチャーターした︒その積み込みはセバストポーリ港で

る︒

三八−四〇年には﹁中国の生命線﹂に変わったといわれ

中国に軍事装備を送るために︑五六四〇両の貨車が使わ
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の程度の額に達したのか︑これまでのところはっきりし

ルなどへ軍事物資が送られたとあるが︑それらが実際ど

を使ってソ連の港から︑ハイフォン︑香港︑シンガポー

のプレ︑ミァが支払われたとある︒その後もイギリス汽船

貨物輸送の任務にたいして︑総額二万一七五〇米国ドル

容され︑貨物自動箪によって偽装され︑船長と船員には

用物資四三一両分がもたらされた︒この貨物は船倉に収

行なわれ︑一一月二〇日までに大砲用︑飛行機用︑機甲

＾41︶
を持っていな・いからである︒﹂

に過ぎず︑二つの独立国間の戦争状態とは何らの共通点

生しているものは多かれ少かれ︑﹃偶然的﹄な﹃事件﹄

とまったく戦争をしていないとのことであり︑中国で発

ところによれば︑中国には現在戦争はなく︑日本は中国

なおさら理解できない︒なぜならば日本当局の保証する

いとした上で︑次のように答えた︒﹁日本政府の不満は

なる軍隊も︑また戦闘に加わる個々の軍人も送っていな

完全に合致するものであり︑ソビエト政府は中国にいか

その反ソ的言動にいらだちをみせ始めてきた︒

民党政権の抗日戦に対する取り組みの不十分なことと︑

かったソ連も︑日中戦争の長期化にともない︑蒋介石国

以上のごとく︑日本政府の抗議をまともに受け取らな

翁︶
てい な い ︒

＾ω︶

さらに中ソ間に航空路が開設されるのは︑三九年半ぱ
以降であり︑あくまでも主体は西北ルートであった︒

こうしてこの時期︑中ソ間で抗日戦を戦うのに不可欠
の物資が大量に輸送される中︑日本側としても無視でき

導層は反ソ政策を露骨に行ない︑ますます積極的に日本

代表的なソ連側研究者の見方はこうである︒国昆党指

三八年四月四日︑重光駐ソ犬使はリトピノフ外務人民

軍国主義者の対ソ戦を扇動していった︒もちろん︑ソピ

ないものがあった︒

委員を訪れて︑ソ連人飛行士の参戦に対して厳重な抗議

しかし︑翌五日のりトビノフによるソ連側の反応はき

ていた︒しかしながら︑状況は特に白制と平静を要求し

エト政府はこうした国民党政府の非友好的政策に気づい

わめて冷淡であった︒すなわち︑航空機を含めて︑対中

さらされて︑日本との謀議に駆り立てられており・また

た︒蒋介石政権は︑帝国主義諸国の有カ層からの圧カに

を申 し 入 れ た ︒

武器発却に対するソビエト政府の立場は国際法の準則に

1忽

国民党内には強カな親日グループがあった︒もしこうし
た状況下でソビエト連邦が援助を停止したら︑これは降

独ソ戦開始後である︒

集団的措置による対中支援から単独の対中援助に移行し

総じて︑ソ連は一九三七年秋以降︑連盟を舞台とする

おわりに

める結果になる︒このように老えたソビエト連邦は抗日

五

戦争中︑中国人民に兄弟的援助を与えつづけたと説明さ

た︒それは︑稜極的に中国支援を行なおうとしない欧米

伏分子を益するだけであり︑国民党と日本とρ合意を早

れている︒当時のソ連もこのような見方をしていたので

諸国とは異なり︑ソ連が独カで対中援助を実施すること

事攻撃をより頻繁に行なった後︑ソ連は対中援助を断念

と新四軍への物資補給を中止し︑彼らに対する挑発的軍

民党の反動勢カが抗日民族統一戦線と手を切り︑八路軍

しかしながら︑戦線で国民党軍が小康状態に陥り︑国

ところで武器援助の実施に先立って不可侵条約の締結

いたことを物語るものである︒

くものであり︑極東ソ連領の安全に重大な関心を抱いて

により間接的に自国の安全を確保するという動機に基づ

︷珊︺

あろう︒

せざるを得なかったという︒なぜなら︑このような状況

■に固執したソ連側の意図はいったいどこにあるのであろ
︑
︑
うか︒日中戦争の拡大が必至とはいえ︑﹁中国内外の抗
＾仏︶
日勢カの配置状況が︑いわば流動状態にあった時期﹂に

では︑援助は蒋介石一派が国内の進歩勢カと闘うために

利用されることになるからとして︑四〇年ソピエト連邦

ソ連としても︑中国の対日抗戦能カと意志に十分な信頼

をおくことはできず︑中国に対して積極的に武器援助に

は第三次借款分としての武器送付を一時停止したとあ
＾禰︺

る︒

らないという保証を必要としたのではあるまいか︒その

ための不可侵条約であり︑それ以後対中国軍事援助が本

乗り出すには︑蒋介石政権が反コミンテルン陣営に加わ

格的に始まるのも︑けだし当然といえるだろう︒かくし

この援助中止が︑中国国内の複薙な政治状況︵国共対

︵戦争準備の加速化︶を反映したものか︑定かではない

立の激化︶を考慮したものか︑それともソ連国内の事情

が︑ソ連の対中援助が終わりを告げるのは四一年六月の
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てソビエト連邦の積極的な蒋介石政権援助が︑日ソ関係
︵4︶

ド心o9昌pN昌1きド︵員籟目8として引用︶

味するとみてよく︑その実体は構成員の一定しない政治局
．対外政策委員会ではないかと指摘している︒横手慎二﹁ソ

文書中の用例からみて︑最終的な外交政策の決定機関を意

判や国家機関の審級・審議段階を意味する用語であるが︑

横手慎二氏は︑﹁インスタンツィヤ﹂とは︑一般に裁

を緊張させることになる︒

しかしソ連としては︑中国が日本の衛星国と化して︑

であり︑そのためには日ソ関係のある程度の緊張はあえ

連外交の﹃転換﹄一九三〇1一九三五﹂渓内謙・荒田洋編

日本のソ連に対する立場が強まることを防ごうとしたの

て避けようとは考えなかった︒日ソ関係の緊張は日独防

⊥ハ一一：目＾o

﹃スターリン時代の国家と社会﹄木鐸社︑一九八四年︑一

中国側は明らかに︑目本が何よりもいちぱん中ソ協定

渉も目本との協定を困難にすると考えている竈もちろん︑

を恐れており︑それゆえ︑現時点でのソ連とのいかなる交

︵7︶

︵6︶↓彗秦二冥．8ゲ

︵5︶員︸＝1匝コ〇二冥よ十

⊥ハ一一1

共協定締結以来︑ソ連としてはどのみち避けられないも
のであって︑対中援助により日ソ関係がさらに悪化して

も︑日本は中国と戦っている限り︑ソ連に全カを振り向

ソ連の

日中戦争期のソ連の対中国軍事援助に関する主な研究

けることはできないからである︒
︵1︶

目本国際政

動向︵第二巻第三編︑第四巻第三繍︶補遺﹂

としては︑以下のものがある︒平井友義﹁第三編

も言っているのに︑彼らはそれを実行する勇気に欠けてい

フ︶は中ソ関係の改善が圓本の中国侵略を抑止すると何度

る︒︵ボゴモ回フ←ストモニャヨフ三七年五月五日︶︵員困＝．

この不安はまったく根拠のないものである︒私︵ボゴモロ

貢︒香島明雄﹁日中戦争と中ソ提携﹂京都産業大挙諭集第

中戦争︿下﹀﹄朝日新聞社︑一九八七年︑四二四−四二七

N0一s勺．solN豊−︶

治挙会太平洋戦争原因研究部編﹃太平洋戦争への道4・日

一〇巻第一号︑一九 八 ○ 年 ︑ 八 四 − 一 一 七 頁 ︒

︵8︶員団コ．8二員．N奉

︵9︶↓婁美9︹暑N畠lN簿

平井友義﹁ソ連の動向︵・一九三三年−一九三九年︶﹂

日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編﹃太平洋戦争へ

︵10︶

︵2︶

︵11︶

増やすと同時に︑ソ連の武器が自国に向けられない保証を

三七年七月一九日電の彼の結論では︑対中借款の額を

↓蔓美9ト畠．〜S．

の道4・日中戦争︿下﹀﹄朝日新聞社︑一九六三年︑巳二

員9く童o＝↓匡団＝oE＝o蓼＝o自＝↓匡天＝OOOi︵≧一宅き︶一

二貢︒
︵3︶

1朋

得るためという理由で不可侵条約を正当化し︑あくまでこ

要求するなら︑断固拒否せよ︒反コミンテルン条約はソ連

の不可侵条約発効中・目本と不可侵条約を結ぱない義務を

員団コ．8一員實1Nミ

い︒L﹁この相互約束は︑条約調印の際︑貴方︵ボゴモロ

不可侵条約は中国に対して絶対に侵略的でも敵対的でもな

に対して明らかに敵対的・かつ侵略的であるけれども︑日ソ

れを主張するのが望ましいとみなしていた︒︵貝団コ・N9

︵12︶

武器調達に関する蒋介石側からのその他の要求は

トo宍−冨ω．︶

︵∬︶

これは︑条約を補完する︑口頭の紳士協定である︒﹂然る

ぺき声明が︑その後の交渉で合意をみた︑とある︒

フ︶と王寵恵との間で正式になされるぺきであり︑かくて

︵員匝貝NgO︷−Nま−︶

︵一︶借款の増額︑︵二︶飛行機を五〇〇機まで増やすこと︑

二と︑︵四︶中国の憎勢を知ることができるような専門家

︵三︶ソ連飛行機の型及び性能について詳細な情報を得る

の派遭︒なお︑この会談でボゴ毛ロフ大使の受けた印象は

︵16︶

立ち回る試みを捨て去っていない︒もし彼がきわめて近い

ないものであったろう︒鰭は圓本との和解に関してうまく

右の制約に従い互いに他方に対し単独のまたは一もしくは

行の具としての戦争を放棄することを厳粛に確信し︑かっ

ることを否とすること及ぴその相亙の関係に於ては国策遂

第一条両締約国は両国が国際紛争解決のため戦争に訴え

この条約の本文は次のとおりである︒

次のとおりである︒すなわち︑不可侵条約についての我々

将来︑日本との戦争を避けられないものと考えているなら︑

第二条

二以上の別国との共同による侵略をなさざることを約す︒

の提案はおそらく蕗介石にとって恩いがけない︑望ましく

武器調達にもっと具体的な関心を示さなけれぱならない︒

期間中︑常に右第三国に対し直接にも間接にも︑何らの援

三国による侵賂を受ける場合には︑他方の締約国は全紛争

締約国のいずれかの一方が︑一または二以上の第

︵員団コーN9ト2︷．ミ㊤1︶

︵14︶ 員困只8一昌PNまーNミ．

助をも与えざる二と︑並ぴに一または二以上の侵略国が被

とくにこの点については︑ストモニャコフ外務人民代

侵略国の不利に利用することあるぺき何らの行動または協

︵15︶

の義務は︑実際中国が日本と戦争をしているときだけ︑第

理の電報の中で詳しく述ぺられている︒すなわち︑﹁我々

第三条

定をもなさざることを約す︒

一国間の条約︑または協定より締約国に対し生ずる檎利及ぴ

つ本条約の効カ発生前に締緒せられたる二国間または多数

本条約の規定は︑締約国の双方が署名国たり︑か
と︑及ぴ不可侵条約発効中は反コミンテルン条約を結ばな

二条にもとづいて︑日本と不可侵条約を結ばないというこ

いという保証を我々が望むことに︑中国側が異議を唱える
こともありうる︒もし︑このために中国側が我々に中国と
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せらるることなかるべし︒

るように訓令しているのである︒

と同様︑禁輸という間題が引き起こされることを蕗に伝え
︵19︶

義務に影響を及ぽし︑またこれを変更するが．ことくに解釈
第四条

排除し︑またソ連が行動の自由を失うことなしに︑南京政

への加入を代償として目本と和睦する可能性をあら・かじめ

の希望を通告することを得︒両締約国が適当の時期に右通

了の六カ月前に於ては︑他方に対し条約を終了するの自国

︵20︶

↓姜美93やNお．

↓豊美ρ■臭．胃ω．

員匝；8一員員．ω8．

︵平井前掲書︑三一七−三一八貢︒︶

にとって大きな外交的勝利であった︑と指摘している︒

府をこれまで以上にソ連に依存させるという意味で︑ソ連

この条約の意義について︑平井氏は︑中国が反共陣営

と王寵恵外交部畏︶による署名の日より実施せられ︑五年

告をなさざる時は︑最初の期間の満了後︑二年間自動的に

︵21︶

︵前略︒︶本条約は前記全権委員︵ボゴモロフ大使

間引続き効カを有すぺし︒両締約国のいずれも右期間の満

延長せられたるものと認めらるぺし︒締約国のいずれも︑

︵22︶

すでに三七年八月二一日調印の中ソ不可侵条約交渉中︑ソ

条約を廃棄するの自国の希望を二年の期間の満了の六力月
き効カを有すぺく︑爾後またこれに準ず︒︵平井前掲書︑

前に他方に対し通告せざるときは︑条約は更に二年間引続
三一七頁︒員団＝︒N〇一ト〇一︷■8o︑︶

借款設定に同意した︒このとき借款協定の成文はなかった

ピエト側は中国に対して一億元︵二〇〇〇万米国ドル︶の

合意をみた借款分として︑中国に武器供給を実施し始めた︒

けれども︑ソ連は三七年一〇月三一日から︑交渉リストで

員団コーN9貞冥．8ド

なお︑条約調印をめぐる中国政府内部の動揺以外にも問題

関銃︑ライフル銃︑弾丸︑爆弾︑弾薬︑ガソリンを受け取

中国はソ連から飛行機︑戦車︑装甲車︑野戦砲︑速射砲︑機

︵18︶ ↓画竃美ρトo宍．ωS−

︵〃︶

がなかったわけではない︒例えぱ︑八月二二目付︑他の訓

った︒ソピエトの借款は二四個師団を装傭するために使わ

電︵ストモニャコフ←ボゴモ回フ︶の中でも︑中国側が軍

れた︒︵靹1＞．団oooト＝貝＝o昌o月﹃OOOi宍葭↓纈武o宍o重く二干

君ト︸宙彗⁝彗畠員島雪葦⑭筍ミー6含一峯lH漂μo︷．

問い合わせが届いてきていること︑そうした複数のところ

事使節団を送るにあたって︑様々なところからモスクワに
からの軍事使節団の派遭は事前に漏れる危険性が犬きいこ

上︑三七年一〇月から始まっていた︒なぜなら︑日本侵略

宝ひ・︶また別の史料によれば︑ソ連の対中武器提供は事実

軍との戦況により︑中国軍の当面の武器補給が必要となっ

と︑そして実際︑モスクワのフランス代理犬使がソ連の対

国武器売却が他国に漏れることによって︑スペインのとき

中国武器調達の件で問い合わせてきたと語り︑ソ連の対中

1鯛

たからである︒そしてソピエト連邦は比較的短期間に二〇

個師団に相当する武器を提供することになっていたという

︵﹃﹄﹄号⁝冨；ーき貝喜嚢鼻寿美トk雷婁罵
き§少昌oーごo−︶

○畠O罵≡＝富員昌；窒寄胃O寄二．Nしξ上婁﹁﹃．
︵23︶貝団コ．8一ト冥．宝o．

︵24︶団・＞﹄ε￡⁝㌧嚢18チ§．基−ミー

︵警8宅匝写・8竃⁝二姜ξ亮困昌夏ξ︒．
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なお︑戦争の最初の四〇力月間で︑九八六機の目本軍機が
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窒何o皇o罵⁝饅三﹂o員3甲sご

撃墜されたという︒︵き︒O．ス凹昌長一〇畠雪冥OI宍胃註？
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平井前掲書︑三二三員︒

︵一橘大学犬学院博士課程︶
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声ρ蚕⁝長㌧§18チξ．§1§1

少5邑昌し8い一電．ミNーミp
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ξ
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︵30︶P＞・団o 君 ト 葦 ＜ 竃 1 § 1 一 ξ L 嵩 ．
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5ド最初の二二五機のソピゴト飛行機が三七年一一月ま
でに中国にもたらされ︑また一〇月二一日までにアルマ．

アタではすでに約四五〇名のソピエト義勇飛行士が到着し
ていたとされるo
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