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I"ll"""MMM""lM"tM"""Ill ポー ラン ドを訪問して

1981年10月5日から9日まで,ポーランドのウ

ッジ大学で開かれた繊維工業地理学国際会議に出

席のためポーランドを訪れた-実際にポーランド

に滞在したのは4日間であり,1日の大半は会議

場で過すという日程であったため,この国につい

てどれだけ地についた知識が得られたのかふもと

ないのであるが,会議の合い問をぬって行われた

巡検で見聞したことを中心に,戒厳令施行 2ケ月

前のポーラン ドの状況を報告してみたい.

1. ワルシャワとウtソジ

ポーランドについて語るとき,本来ならば首都

ワルシャワについてくわしく紹介しなければなら

ないところであるが,今回の旅行では日程の都合

でワルシャワには夕刻に着き,早朝に出発するこ

とを強いられたため,報告すべ き材料を多く持ち

合せていないのが残念である.ワルシャワはポー

ランド最大の都市で,1979年の人口は157万人で

ある.第二次世界大戦の末期にワルシャワ市民は

武装蜂起し, ドイツ占領軍 と戦って敗北したこと

は有名である.この戦斗でワルシャワの建造物の

75%は破壊されたという.ポーランド国民にとっ

てワルシャワはそのナショナリズムを象徴する都

市 ともなっているのである.

ウッジほ ワルシャワの南西 120kmの地点に位

置する工業都市で1979年の人口は83万人,人口規

模でいえばワルシャワに次ぐポーランド第 2の都

市である.しかし観光資源に恵まれていないため

か私のみた在 日ポーランド大使館発行の観光パン

フレットには紹介されていなかった.工業都市と

いっても煙突の林立する重工業都市ではなく,防

績業を中核 とする繊維工業都市で,近年は繊維工

業に加えて機械 ･金属 ･化学の工場進出が著しく,

総合的工業都市として発展しつつある.工場は郊

外に立地しているため,市街地にいる限 りは工業

都市という感じはなく,日本の都市と比べれば静
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かで落着いた都市である.ウッジほ戦災を免れた

ため石造 りの古い建物がたくさん残っている.た

だし,ポーランド入りする前に立寄ったパ リと比

較すると,同じように古い建物でありながらウッ

ジの建物はパ リのそれと比べて荒けずりであるよ

うに思われた.世界の都パ リと比べること自体に

無理があるかも知れないが,部分的にはパ リにひ

けをとらないものもある,それは見事な尖塔をも

つ教会で,社会主義国でありながらカトリック教

会が国民の中に深 く根をおろしているお国柄がし

のばれた.街頭でみる市民の表情はやや活気に乏

しいように見受けられたが,戒厳令布告が迫って

いるという緊迫した雰囲気は感じられなかった.

巡検で見学した施設の一つにウッジ北郊に位置

するDeathCampがある. ここはもと紡績工場

で第 2次大戦中 ドイツ軍はここにポーランド各地

で捕えた ドイツにとって好ましからざる人物を収

容していた. ドイツ軍はウッジから徹退するとき

収容されていた2,000人の人々を焼き殺したとい

う.アウシュヴィッツと同じ悲劇がウッジでも発

生したのである.あらためて戦争が生む狂気の恐

しさを感じさせられた.

2. 市民生活

ポ-ランドの人々の暮しぶ りについては自主管

理労組 ｢連帯｣の運動が世界の注目を集めるよう

になって以来,日本でもテ レビ,新聞等でよく紹

介されるようになったので,その実態を自分の目

で確かめたいと思った.現地に来て目についたの

はやはり物不足であった.ワルシャワ空港から市

内-タクシーで向う途中,ガソリンスタンドの前

に乗用車が列をなして停車しているのを見かけた.

タクシー運転手にそのわけを聞 くと,ガソリンの

供給を受ける順番を待っているのだという.彼の

説明ではこうしたガソリン不足はソ連がポーラン

ド-の石油の輸出を手びかえているために生じた
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という.しかし帰国してから東欧の事情にくわし

い知人にたずねてみると,ソ連はポーラン ドを含

む東欧諸国に安い価格で必要とするだけの石油を

供給してお り,石油不足が生じているとは考えら

れないという.自動車数に比べてガソリンスタン

ドが少いことが原因ではないかということであっ

た.いずれにしてもポーランド人の一部には悪い

ことはすべてソ連のせいにする気風があるようだ.

ウッジの街では食料品店の前に長蛇の列ができ

ていた.日本のテ レビで見る通 りの光景である.

長いフランスパンを手に入れてそれを肩にかけ,

意気揚々と引き上げていく若い男性の姿が印象的

だった.ところが同じ街の中に果物をたくさん並

べた露店があった.食料品のすべてが不足してい

るわけではないのである.ウッジ大学の助手の方

に案内されて洋品店に入ったところ,商品棚は空

っぽで何も置いてなかった.この店では簡単なみ

やげ物しかないようであった.チョコレー トが不

足しているので,ポーラン ドの人にプレゼン トす

るときほチョコレー トが大変喜ばれるという話も

聞いた.なんとも気の毒な状況になっているよう

だった.しかし私たちが泊ったホテルでは事情は

まったく別だった.お金さえ出せば好みの料理を

食べることができた.食堂にはステージがあって

夕食時には楽団が軽音楽を演奏した.夕食がすむ

と泊 り客 (ほとんどがポーラン ド人と思われる)

はごく自然に音楽に合わせてダンスに興じる.バ

ンドの演奏は夜の1時頃まで行われていた.

3. ウッ ジの工業と工業地域

ウッジ市街地の北部および西部は工業地域とな

っており,新旧2つの工業地区からなりたってい

る.旧い工業地区は繊維工業地区で,19世紀に建

てられたれんが造 りの紡績工場と織布工場が立地

している.工場規模はかなり大きく,日本的感覚

でいえば大規模工場に入る.これらの繊維工場の

立地はポーラン ドの歴史と深 くかかわっている.

ポーランドは1794-1918年の124年間,ドイツとロ

シアの支配下にあった.当地のウッジ地方は政治

的にはロシアの統治下におかれていたが,経済的

には ドイツの支配を受けていた.ウッジには ドイ

ツの4人の資本家が進出し,それぞれ大紡績工場

を建設した.巡検で見たものはその中の 1人シャ

イプラーの建てた工場で,彼が住んでいた豪壮な

家は工場の構内にあり,案内してくれたウッジ大

学の方はこの家をパラスと呼んでいた.英語のパ

レスと同じ意味である.当時の貧しいポーラン ド

の人々の目には ドイツの資本家の家は宮殿のよう

に映ったのだろう.この建物は現在は保育施設と

して利用されている.工場の構内を歩いて回る巡

検だったので,工場の機械設備を直接見ることは

できなかったが,案内者の説明では旧式の機械が

まだかなり使われていて,これをいかにして近代

的なものにかえていくかが課題になっているとい

うことだった .

新しい工業地区は機械 ･金属 ･化学の工場が主

体となっている.工場群の周囲は労働者用の高層

アパ- トで占められていた.ウッジ大学さし回し

のマイクロバスに乗って一巡してえた印象では,

日本の近代的工業団地と比べてみて決して見劣 り

のするものではなかった.1970年代の強力な工業

化政策の成果を目のあたりに見る思いだった.し

かし案内者からは,工場の操業率は原材料と電力

の不足のために落ちているという説明があった.

これではせっかくつ くった新鋭工場も宝のもちぐ

されである.こうしたアンバランス現象が今日の

ポーラン ドの経済危機を大きくした要因になって

いるのである.私たちは新しい工業地区の一角に

立地するじゅうたん工場の見学を許された.この

工場は1974年に建設され,イギリスや西 ドイツか

ら輸入した最新式横根を装備した従業員200人の

新鋭工場である.ここはフル操業をしており,不

況のかげりは感じられなかった.ちなみに国連統

計によるとポーラン ドにおける1978年の毛織 りじ

ゅうたんの生産量は15,164千m2で, 同じ年の日

本の生産量9,145千m2を上回っている.じゅうた

んではポーラン ドは世界でも有数の生産国なので

ある.工場に入ってまず驚いたのは浮世絵を印刷

したカレンダーが廊下の壁にかけてあったことで

ある.そのカレンダーには丸紅と書かれてあった.

工場管理者の説明では日本のメーカーからの委託

で日本向けじゅうたんも製造しているという.つ
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まり日本のメーカーの下請けを行っているわけで

ある.こうした取引きの仲介者として丸紅等の日

本の商社が活躍しているものと考えられる.この

工場は,その他にもアラブ諸国やベ トナム向けの

じゅうたんを作っていた.工場の掲示板には ｢連

帯｣のビラが張られてあった.

ウッジでは工業団地の他に繊維工業歴史博物館

と繊維工業試験場を見学した.繊維工業歴史博物

館の展示品の中にはジェニー紡績機や ミュール紡

績稜など,イギリスの産業革命期に活躍した紡績

機が含まれていた.中世の職人ギル ドの会員証と

して使われた額もあった.ウッジの繊維工業が長

い歴史と伝統をもって発展してきたことがよく理

解できた.繊維工業試験場の内容は日本のそれと

比べるとやや見劣 りがするように思われた.実験

機器の大部分がアメリカや西欧からの輸入品であ

ることも気にかかることだった.

表 1 工 業

は多くの人がそれぞれの立場で論じているが,こ

こでは手近かに得られる資料を使ってポーランド

経済の一端をみてみよう.表 1ほ国連によって計

算された工業生産指数を示したものである.これ

によれば1970年代のポーランドは日本よりも高い

経済成長を示していたことがわかる.事実,ポー

ランドは世界第10位の生産力を誇る工業国となっ

ている.表 2の雇用者数で比較すると,ポーラン

ドの工業は日本の約40%の規模をもっていること

がわかる.名目賃金の推移をみるとその上昇率は

日本の方がやや高い.しかし物価の上昇率はポー

ランドの方が低かったとすると,実質賃金の上昇

率は日本なみかそれ以上であったということにな

る.一般に社会主義国の物価は日本などより安定

しているのが普通であるから,上述の推測の信頼

度は高いといえる.一方,表 3によって貿易の推

移をみると,ポーランドの貿易は一貫して輸入超

生 産 指 数

ポ ー ラ ン ド

日 本

表 2 工業の雇用者数 と賃金

ポ ーラ ン ドt 日 本

雇用者 賃金

千人rズローティ
1973
1974
1975
1976
1977

豪1品 妄豪｢雪肩蓋1富豪
千人

ll,181
10,738･･;4R41

…曇 1

2,169｣
093840245711111

〔資料〕表1と同じ.(
注)ポ

ーランドの賃金は1

人月額,日
本

の
賃金は1人年額
.

4
.
ポーランド経済について

1980年代に入るとともにポーランドの経済は危

機的状況を呈するようになり
,
労働者･市民の不

満は｢連帯｣の運動となって
表面化し
,つ
いに1981

年12月13日の戒厳令の布告と軍政の施行に至る

政治的危機にまで発展した
.
なぜこうした事態が

社会主義国であるポーランドで生じたかについて

〔資料〕 国際連合鉱工業統計年鑑 (1978年版)

表 3 ポーラン ドの貿易

輸 出 額 F輸 入 額 ≦輸入超過率
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48,600

50,938

54,015
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19.1
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〔資料〕 1960,1965年はコメコン諸国統計年鑑 (1975年

版),1970年以降は TheStatesman'sYear-
Book.

(注) 金額単位は,1960,1965年は 100万ルーブル,19

70年以降は100万ズp-ティ.
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過 となっており,とくに石油危横が生じた1973年

以降は20%を越える大幅な輸入超過を記録してい

る.ソ連を含む他の社会主義国の場合は輸出と輸

入の比がほぼ均衡しているのに対し,ポーランド

では異常と思えるほどの不均衡が生じていたので

ある.ポーランドが現在かかえている対外債務は

500億 ドルに達しているといわれている. その過

半は西 ドイツなどの西側諸国からの借金である.

これらの事実からいえることは,ポーランドは外

国から借金までして高度成長をはかったが,石油

危機以降の西側経済の低迷のためあてにしていた

輸出が伸びず,負債だけが残る結果になったとい

うことである.外貨が底をついてしまえば原料の

輸入もできなくなる.ウッジの近代的な工業団地

A Visit

で見た現実はポ-ランドの為政者による経済見通

しの誤 りの結果であろう.計画経済を特色とする

社会主義国では,計画の基礎にある見通しを誤る

と連鎖反応的に経済の各部門に狂いが出てくるこ

とは十分に予想されることである.表 1と表 2ほ

1977年までの状況しか示していないため,最近の

ポーランド経済の困難は十分に反映されていない

のではないかと思われる,戒厳令は昨年末に布告

1周年を記念して一応解除された.しかし軍政は

依然として続いてお り,問題が根本的に解決され

たわけではない.ポーランドが現在の危機をどの

ようにして克服していくか注目されるところであ

る.

to Poland

Hiroo NAITO
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