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革命前ロシヤにおける教育運動

}一一第一次ロシヤ革命(190.5年)期の高校生運動の実証的研究一一

作
J
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R
!
 

田 :正 直

概 要

小論は，第一次ロシヤ Ir'e命 (1905今三〕期における高校生(主として fHMHa3HllJ:級4学年， 15--18綴)の運動を

実統的に分析し，そこから革命前の高校生運動の法則性を探ろうとしたものである。第 i本では，高校生運動の発生

をもたらす教育現実の分析を行い， 1ヲ05年ーの潟揚期以前の運動の実態宏明らかtこした。第2掌では， 1905"fの専制打倒

のp若手と秋の余震ヨ的高揚の中で，高校生が自分たちの要求をどう発展させ，その実現のためにどのような運動を行い，

その発畿はいかなる要到によって規定されたかを，要求，闘争，学課，組織の諸活動にわたって分析した。 際史研究

一般，とくに革命前ロシヤの教育史研究における資料不足の制約もさることながら，客観的に高校生漆動が，わが!詩

の教脊逮鼓j史研究においても学生運動史研究においても市民権を得ていないことの制約はあらかじめ覚悟しなければ

ならなかった。

自

序 課題・方法・資料・限定

第 I章革命前口、ンヤの教育現5たと高校生運動の胎動

~1 t=tジヤの教育概況と大学生運動の発展

き2 1905年前の高校生の状態と高校生運動の胎動

~2 章 第一次官、ンヤ革命と高校生運動の展開

j事 課題・方法・資料・限定

戦後，わが悶において国民教育迷動は未怜有の発展を

とげ，それにともなって教育史・比較教育研究の分野でも

教育運動の新たな発掘，分析が組織的にすすめられるよ

うになった。しかし，これらの教育遼動研究の対象はも

っぱら教師または教育研究者の運動に向けられ，児室長・

生徒・学生の運動はいまだ教育運動研究にー市民:frllを得て

いないのが実:伏である。とくに高校生運動は，学生巡草J;

史研究からも冷やかに扱われているが，現代史における

高校生運動の比重の増大をみるとき，このことは，教予寄

遂動研究における絞行性をもたらしかねないものであ

るG またこれは，教育を狭い教刻の上:から与えられた活

動に限定し，児童・生徒相互，あるいは広く社会(他階

次

~1 19055手革命と労働運動，教育f運動の概況

~2 高校生運動における要求の発展と主体の水準

軒 高校生運動の翻争形態と情勢

~4 高校生遂動における学習，惰笈活動と組織

が{び

}震)の生きた教育機能を無視し，ひいては教育ーの国民統

制の否定にまでつながりかねないものである O

このことは，われわれ自身の反省を含めていえば，ロ

ジヤ・ソビ、エト教育史研究についてもいえることであ

り，数少い革命前ロシデヤの教育史研究は教育政策，教7可

思想，科学技術教者の分野に散見されるのみで，青少年

運動などの貴重な研究も主として苓命後に採られ，革命

前ロシヤにかんする研究は教育運動そのものにかんして

も皆然といってよいυ このような研究状況のやで，小』織

の課題は，教?守と1'.政的労働との総合という基本的課題

からにじみ出ているとはし、え， l直接的には，すでi，こわれ

われが公けにした二つの研究，とくに[ソピ、エトの教員

運動史J研究の継続であり，端緒的には，第一次ロシヤ

革命といういわゆるロジヤ人民の「偉大な党酸Jの事

業 それはまさに教育実存主義にほかならないがーにおいて
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教師はそれへの参加において何故高校生に遅れをとった

のか，にあった。しかし，種々の制約から本論では，主主

少限，本命吉江戸シヤの高校生運動の与うかぎり実証的解

明を意図し，さらには，できるならばそこから始出され

る高校生運動にみられる法則性の探求と，一般には知識

人の，ここで、は特殊，高校生のもっといわれる観念的小

ブノレ的性絡，側人的能力の過信にもとづく個人主義の発

生の占主総と，その克日経の過程・力‘途を探りだすことを議

題とした。

基本的には燈史的研究方法を用いたが，一方で，高校

生巡動を土台および;諸階層の運動との関連でみることと

運動の発生.7ii~茅を詳紛にみる点で全日'ri的・包括的であ

ろうとしたこと，他方では諸矛般の凝集し韓国伝化し，新

しい言葉題の質が鮮明となる変革期 (1905年)， 'やでも春

と秋の高揚期に焦点をしぼり，さらには遂動の発展にか

かわる論争と，その具体相をど典主主的に表わす地域におけ

る運動に焦点をしぼる，という点l;---般車命史の過程と

この問題の特殊的過穏との統一言ピ志向したc また，高校

生迷動の内在的矛盾の分析としては，高校生の集団的要

求の発差是とその実現のための闘冬子形態の発展をや心に，

集団の学習と総織の発肢を同総として夫々の相互補完性

に留意するとし、う方法を用いたっわれわれは， 1905年の

運動そのものをも歴史的あるいは地域的観点から一次的

に分析することもE可能であったが，わが閣の生活指導運

動発擦についての分析方法からも学びそれを批判的に摂

取することをもこの研究課題の遠気にすえた。さらに，

教育構泣きとして把媛する場合には，その外在的与件たる

教育機会と教育統制，その内在的与件たる教媛と議11脊の

相互補完的関係として分析を試みた。

資料にかんしていえば，主幹いわれわれは， 1899年から

190ヲ年まで(主として1905年〕の高校生運動にかんする

第一次資料(おもに高校生組織の呼びかけ，決議，会事長

など〉をあと，父母の姿求などに関する 7つの第一次資

料を入手することができた。だがこの数は後述する高校

生運動の発展からいえばきわめて少いものであるし，一

定の地域的偏重宝があるため， これらを補うものとして

1955年以降のソピ L トにおけるこの分野で、の研究(それ

らは一般的燈史的研究にま冬始するか一定の狭い課題にも

とづいており，高校生運動の法則的機造的分析に欠けて

いる)で用いられている第二次資料にも多く依存すると

いう制約な受けねばならなかった。また，変革期に焦点

をしぼるという方法論やiヲ05年をiヲ17年への「総務古」

とみなす立場以前の，資料的鋭的によって第一次口シヤ

革命耳目に限定しなければならず，さらに社会民主労働党

およびその影響下にあった高校生組織の分析を主要な対

象とせざるをえなかった。

(注 1) f7iJえば，共立言語在住 illi:界の教育 2一一位界の数

育運動j，共立出版， 1958. 井野JII~紫， )11合主主

総「日本;教育巡勤災j，1， 2， 3君主，三公Jl芳，
1960，など。

(i::l:2 ) 交部省調査千波及防縦，勝校i昌二者「帝政ロシヤ

教育長:J，刀江者!淀， 1950年， 認証後勝U:1L 11，;1科

必)後編「近代教育史 1j，誠文2詮新光主1:， 1ヲ51，
p.243-298. 長谷川淳『氷・ソの技術数千f~，鈴

木羽j英語話「比絞教育J，闘士:社， 1ヲ58，p. 185-

218. 紫創設定松fロシヤにおける資本主殺の発注

と!主主義荻術教育の展開~，生活科学調査会， I産
業技術教育綴使J筏)1主主， 1958， p.88-97. そ

の他， i国民教育研究J(@M¥;教ffT!il究所〉ゃfソ
ピエト教育科学j (明治限必〉の坂jじJJ:，、芳氏や

海老i祭主皇氏の総火;等参照。

(注 3) 長i工好道， wピオネ…ノレ組織の発1'.とその，vl¥脊

的役初U，]， Iソピエト教育科学」第19り，明治i玄i
t守， 1965. 

cl主4) 沼田郁子，竹凶11二i自， IC>'シヤ革命とレーニン，

クルーゾスカヤの教育忠想~， 鈴木籾英資任編

集， rL'I!;1:.教育のま理論(F)j，1967， p.63-108. 

|司， u' ソビエトの教員遂動史~ rソピL ト教育科

学j，第27~手，明治図議， 1966. 

(注目) 1. nOKyMeHTbl， xapaKTepH3ylOmHe o6mト

CTBeHHoe瓦BHlKeHHey可am釘XCHcpe且紅白X

Y可e6HbIX3aBe且eHH詰，

1. H3 B033BaHHH <<H3llJHM TOB3pHluaM>). 

1899 r. 

2. Y可am羽MCHCpe)lHHX llJKOJI. 06pameHHe. 

1903 r. 

3. H3 JIHCTOBKH-OT可邑Ta冨Toporo Cもe3)la

IOlKHO幽 pyCCKO品rpyrrrrbIyqa江rHXCHCpe)lHHX 

llJKOJI. 1903 r. 

4. Coe)明日在日Ha克 rpyrrua y可3m珂XCH cpト

)lHHX llJKOJI B Ka3aHH. 06pameHHe (HaqaJlO 

1905 r.) 

5. COe)lH抗陸自HaH rpyrrua y司allJHXCH cpe・
瓦HHX llJKOJI r. Ka3aHH. BlOJIJIeTeHb N2 3 

1905 r. 

6. Ko BceM yqeHHKaM H y司eHHuaMcpe・
瓦HHX Y可e6HblX 33Be)leHH丸 06p3lIl.eHぉe.
1905 r. 

7. Ka33HcKaH COUHaJI-)leMOKp3TH可eCKaH

COe)lHHeHHaH rpynna y可amHXCH cpe)l日夜X

llJKOJI. H3BemeHHe. 1905 r. 

8. K Y可ame詰CHMOJIo)lelKH. 06pamεHHe. 

1905 r. 

9. 06pameHHe K yqamHMCH 1905 r. 

10. 3aHBJI在日間 y可amおXCHB ne)larOrHqe地

CKH員COBeTCapanyJIbCKO員lKeHCKO註rHMHa-
3HH. 1905 r. 

11. Ko BceM yqamHMCH r. KaJIyrH. 06pか
meHHe 1905 r. 

12. 06pameHHe yq邑mHXCHr. CMQJIeHCKa， 
1905 r • 

.，. 2叩
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13. Pe30JllOUIUI o6me負CXO，uKHY可amHXC5!

2-詰 Ka3aflCKO註 rHMHa3HH.1905 r. 

14. Ko BceM y可証mHMC5!. 06pameHHe 

ACTpaxaHCKO註yqeHH弓eCKO詰 COU.-，ueMoKpa鯵

TH可eCKO晶 opraHH3aUH沼. 1905 r. 

15. DOCTaHOBJleHHe y可amHXC5!2・詰 rHMHa-

3H沼 r.Ka3aHH. 1905 r. 
16. 06pameHHe 3a6acTo君。可HoroKOMHTe酬

Ta rOMeJlbCKHX rHMHa3HH. 1905 r. 
17. 06pameHHe HH)I{eropo，ucKO詰 rpynnbI

C03HaTeJlbHbIX y可amHXC5!.1905 r. 

18. 06pameHHe COUHaJl-，ueMoKtaTH'leCKO詰

Coe，uHHeHHO註 rpynnbl yqamHXC5I cpe，uHHx 
lllKOJl r. Ka3aHH. 1905 r. 

19. B033BaHHe K y可amHMC5I r. Ka3aHH. 

1909 r. 

20. B033BaHHe K y鴻 mHMC5I r. MHTaBbI. 

1909 r. 

日3KHHr. H. A. KOHCTaHTHHOB， 0可epKHno 

HCTOp百日 cpe，uHe註lllKO瓦bl，rocy，u. y可ne，urH3

MHHH-npoc. PCφCP MocKBa， 1965. Cτp. 191-
211. 

(注 6) TaM )I{e. K. E. BeH，upHKoB， Bopb6a江eMO帽

KpaTHQeCKHX opraHH3auH註 y鴨 me詰C5I MO-

Jlo，ue)l{H 3a nporpeccHBHylO lllKOJly B n巴pル

0且 peBOJlIOUHH1905-1907 rr. )I{pyH. <<CoBe刷

TCKa宜行eJl.arOfHKa>>， 1955， N2 8. CTp. 66-85. 
JI. K. EpMaH， Pa60Ta 60JlbllleBHKoB C yQa-

me品C5I MOJlo，ue)l{blO cpe江He位 lllKOJlbl B 

nepHO且 no，uも桂ManepBo詰pyCCKO員 peBOJlIO刷

UH沼， )I{pyH. TaM )I{e， 1965， 1¥品 12，CTp. 121守

132. 

第 1章革命前ロシヤの教育現実と

校生運動の胎動

Sl ロシヤの教育概況と大学生運動の発展

関税撤廃などがツアーリの「恩恵Jによってなされた。

18tH:紀末から19t立紀にかけて資本側マニュアアクチュア

が発達し，者清人口が増大し，商市:経済が発述して炎族・

地主の自給のみならず尚品化lU設を強L 、られた}呉氏=~

奴の労働は苛献をきわめ， 19LU:*L¥中葉には農民の級品しが

頻発した。 士匁知矧f甘怜1，識蕊人の中にもr農L奴i制b凶1の泌!止l上:と完慾妥j広j之ミ

る}メiぢ逮冷カが~tì潟勾まり，デプカJ ブリストの宮級反香乱L となつてあらわjれ1 たつ

ミのような中で，ロシヤ近代化の第寸よともいうべき

trk奴解放 (KpeCTb間 CKa51peやopMa)が1861年2月，ツ

アーリによって行伝われた。この農奴角卒放の要因は，第一

に，資本主義の先述(資本害容積，労働力移動，市場拡大〉

とtE奴制の矛盾であり，第二は，J:~氏自身の解汝要求の

i弱まりであり，第三は，ツアーワをはじめとする支配騰

が西欧の経験からブルジョア革命によって「下からj絶

対I'cI.玄海jの崩壊を招くよりは「上から jの解放をほどこ

す方が得策とみなしたことにある。したがって，この解

肢は11{ij矢・地主の利五左右縦波してなされたものであり，

絞低生活をなしうる分与地の用益権合得たものは農民の

5%にすぎず，農奴制は災質的に存続した。ょこのように

不徹底であったとはいえ，この改革は支族・地主の資渓

金による工場投資，農民の階溺分解と移住による労働者

の増大，貨幣経済の浸透による市場の拡大などの点でロ

シヤ資本主義の発達にとって大きな意義を有するもので

あった。企業の発達はめざましく， 1866年の 2，500-

3，000から187ヲ年 4，500，1890年 6，000となり， 1890'年に

100人以1:の企業は全企業数のうち 6.7%であったが，

労働者数71.1%，生産高の57.2%を占めて単くも集中化

の傾向を示した。

改革はさらに裁判権の平等やゼムストヴォ (3eMCTBO

地方自治会〉の創設をもたらしたが，ゼムストヴォの選

挙権は万5千ループワ以上の土地所有者か 6千ノレ

ブリ以上の年間商取引を行う者にのみ与えられたので

あり，全く焚族・地主や大商人・資本家のものにほかな

1)ツアーリによる農奴解放と資本主義の発達 らなかった。その他活子の近代化の歩みも， 1880~90年

本命前ロシヤの図家権二力はツアーリ専制の手中にあっ 代の反動郊にはツアーリによって反六同然、とされるほど

たが，その経済的主主礎は奴漆制的援奴制にあった。当終 に伐の浅いものであり，所訟は IJニからJの改革にすぎ

の問題たにおける近代への胎動をよそに，ツアーリがその なかった。権力は全く不可分にツアーリに鼠し，自分勝

絶対主義的専制政体をよりまえく保終しえたのは， 本質 手に法俸を発布し，大1:(や官さとをH:;¥fiし， ~ましいままに

的には資族・地主への人身的線総を伴った農村共同体 税金全徴集し食ぼった。人民はiti民的自由(集会，論，

(06mH出)の存続と常備s!'tの近代化と強化(徴兵制に 給与上， lH阪などの自由)のーっとしても"~)ていなかっ

よる 100万の率!欽)にあったことはし、うまでもないが， ずこ。

さらには，ロシヤのブノレジョアジーがツアーワによって

育成されて発展してきたことにある。すなわち，国有-" 2) 労働運動の言語揚と政治グループ

ニュブアクチュアの育成とその大樹人への払い下げ，そ 資本主義の発達に伴い，一方ではブ、ノレジョアジーが，

Gでの農奴使用の許可，単一国内市場形成のための図内 他方ーでは近代工業プ口レタリアートが橋大したの

句
q
p
d
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場，鉱山業， 鉄道だけで、も労働者は1890年に 143万人で

1865年の二倍となり. 1900年には237万人に達した。農

民の階級分解がすすみ，毎年.5-600万人が農村から職

を求めて都市へ流入してきた。 1897年には，会人口 l億

2二H百万人のうち 3分の 2は貧農であり，労働者と

その家族は5分のー，小企業主，官吏もそれに近く，大資

本家，地主，高級官主主，貴族は 2%にすぎなかった。

労働者の労働日は平均12-13時間であり，繊維工場で

はiラ-16時間に及んだc 労働者の家主主は小さな部屋を仕

切って 2~3 家族が一室に住むか，工場の労働宿舎の二

段三段の「共向綴室jかあるいは工場の作業場がそのま

ま I-~議室J になる例も珍らしくなかった。そのような住

胞にも賃金の20~30%とられ，さらにー慰労働者を苦し

めていたのはあらゆる無権利状態の結架する工場主によ

る罰金であり，それは資金の 35~40% に迷していた。

1， 000万戸の農家のうち，富設は150万戸，中段200万戸，

食農650万戸であったが，家選手1，500万頭の所有では富lf4

50%. ドド Jl!k27%. 金)~23%であり，土地利用では寓号室47

9/ó ， 中~29%. 主主t!!:24%であった。ボロネジ!黙での調を

によれば， CJ:民の平均年収は48ノレーブワ 44カベイカであ

り，このうち現金収入は17ノレープリ 83カベイブJて、あった

が，これから徴収される税金，土地の買い戻し金などで

地主に徴収されるのは34ノレーブリ 35カペイカであったL
また，ツアーリの口ジヤは「諸民族の絵獄」と呼ばれ

ていたが人口の多数-579るを占める非同シヤ人は全くの

先住権利状態にあった。婦人労働や年少労働は何んの保護

もts:いままに放鐙されていた。モスクワの繊維労働者の

42.8%はその父も工場で働いていた。モスクワ繊維工場

の婦人労働者は1.000人のうち134人が結核感者であり，

ある工場では 2年間に負傷した者は75%に速した。

このような状態にいたたまれず，労働者は自然発生約

にストライキを行なった。 1861年 69年に51件だったス

トライキが，次の10年間には 326件になり， さらに次の

10年間1880-1889年には 445件となった。 1890年代のス

トライキ参加者はつぎのように機加していった。

表 1890年代のストライキ参加者数

「口シヤ労働者北部同盟J (200名)が結成された:

このような状況を背景にロシヤにも新しい思想、が生ま

れ，それにもとづく政治グループが形成されてきてい

た。もともとロシヤの革命的怒想は差是奴制に反対する農

民大衆の闘争の沃土の上に.lfl.くも1840-50年代に根を

はり，ベリ γ スキー (B.f. EeJIl1Hc在日詰. 1811-1848 

年). ゲノレツ zン (A. 11. fepUeH， 181ヲー1870年). ドブ

ロリューボブ (H.A.瓦OOpOJllOOOB，1836-1861年).

チェノレヌイシェアスキー (H.r. 4ep双bIIueBCKH首， 1828 

-1889年〉などの偉大な革命的民主主義者の思惣を発鮮

させていた。この革命的民主主義者の流れを受けついだ

のは，直接的にはナ口ードニキ CHapO，llHHKH人民主義

者)であった。 1860年代の革命的ナロードエキと90年代

の自由主義的ナロードニキではツアーリ専制への非妥協

性と協調性とで大なき違いはあるが，線本的思想、は共通

しており，ロシヤにおける資本主義の発迷は健全な幾村

ロシヤに咲いたあだ花で、あり，口シヤは西欧の資本主義

が経ているような答惑をうけず. I農村共肉体Jを基礎

に直接社会主義へ進むとするもので，したがって役会発

展の原動力は農民であり，青葉智な農民を務蒙し翻争にlL

上らせるべく「人民の中へ!B Hapo且Ijを合言葉4に2

-3.000人の変族，知識人，大学生が農民の中へ入ってい

った。しかし幾民は

ドエキの一音部sはテ戸によつてf体本制転宅獲童をE殴怒るようにな

りi).一辞吟寺的E成究功を得たこともあつTたこがヨ辛予酸な弾E庄Eを受け

て小ブノルレ的自E也包=主長義者に変質してLい、つTたこ。かれらの一部

によって 1901年にテロを闘争手段とする社会革命党
ζ払ス・ 2払ル

(口apTHHCOUHaJlHCTOB-peBOJlIOUHOHep = C.-P.)が結

成された。

60王手の革命的ナロードニキの -i成派を受けついだとは

いえ，その後のヨーロツパにおけるマルクス主義を摂取

し，ナロ…ドユキ主義を批判.5制限していった政治グノレ

ァヲ土， プレハーノフ (f.B. nJlex間 OB，1856-1918 

王手〕やレーニγ(B.11. JI問自民 1870-1924年)に指導

され.1労働解放問J(1883年)から「労働者階級解放闘

争向盟J(1895年〕へ，そして 1898年ロシヤ技会民主労

働党 (POCC時 CKaHCOUH制=，lleMOKpaTH'-IeCKa毘 paoo梢

可aHnapTH買〉の創立へと進んだ。 ロシヤの革命的民主

主義思想、とヨーロツパのマノレタス主義を様取した口シヤ

の社会民主主義義者は，三つの点でナ口一ドニキz 社会革

命受;を批判した。第ーは，ナロードニキが口シヤにおけ

このような中で，個別的な労働者の組織が非合法的に る資本主義の発迷の必然性を見ていないこと，したがっ

生れはじめ. 1875年に最初の労働者組織「南開シヤ労働 て労働者の援史的役割を見てないこと，第二は，ロシヤ

者問販Jがオデッサで結成され (200名入ついで1878年 の特殊性，とくに共同体，アノレテリ農民の独自性に限を

にさ当時の1言者百ベテノレブノレグ(現在のレニングラード)で 奪われ，資本主義に固有の言者矛盾を否定し.I慾蔽してい

ーを一
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ること，第三は，知識人および法律z 政治総皮と特定の

社会議階級の物質的科書との関連を無視していること，

にたいしてであった。

ロシヤの資本主義はツアーリミ草創による幾奴剣jの下で

遅れて発達し多くの後進性を有していた。だが19世紀末

には「政治的処女性Jの状態にも拘らず，すでに 6つ

の政治的グループ分け，すなわち，①ツアーリとその守護

者の反動派，@然関心な人々，①文化主義者，@立緩民

主党 (KOHCTHTYUHOHHbI詰，lleMOKpaT党創立は 1905年

10月)に結集するブノレジョア自由主義者たち，@ナロ

ド、ユキ=社会革命党派，①社会民主労働党派が，特徴的

であった。労働組合はもちろんのこと，啓蒙的なもので

もあらゆる合法的問体の結成が禁1J:されていたロジヤで

は，ことに教育思想、，遼動，政策に与える政治的グルー

プz政党の影響は直接的であった。つぎにこれら 6つの

うち第一にツアーリの教育政策とそれによってもたらさ

れたP シヤの教育現実を，第二に，ロシヤの特殊性とし

て文化主義者と自由主義者の混濁，小ブノレ自由主義者と

して基本的に一致する社会革命党の教育論と要求を，第

に，社会民主労働党の教育政策と要求を，それぞれ略述

さしたい。

3) ツアーリ王軍備lの教育政策

ツrーワ下手術jの教育政策の本質は，教育大胆ウノしー口

ブ CYBapoB，C. C. 1785-1855年〉の定式化した「君子制・
ナロードノスチ

ギリシヤ正教・濁民性jの三三伎一体説であった。ロシ

ヤの教育・とギリシヤ正教は，ツアーリと教会={，割問との

関係を反映して，その発生以来深いつながりをもち.19 

111::紀初めからは宗務・濁民教育統一省の設立(1817年)

や「宗教が教育の基礎であるjというイデオロギーの草案

極的展開や，全教員中， 34%が僧侶(1880年)であると

いうことにもあらわれていた。

革命前戸、ンヤの小学校は 3-4王子の単級と 5年制の二

級学校があり，その設立はツアーリ，教会，ゼムスト

ヴォであったが，当然のことながらツアーリはゼムスト

ヴ庁立より教会立を奨励した。小学校からは工，差是，

商，邸範などの者二i二の磯業学校へのよ度があるのみであっ

fc.o 小学校とはijU系統で家庭での準備教育の上に男子ギ

ムナジウム (MymcKa5IrHMHa3H5I， 10-18畿，務ギムナ

ジウムは10-14歳)と実科学校 CPeaJlbHOey弓HJl加~e，

10-16， 7歳入女子ギムナジウム (meHCKa5IrHMHa3H5I， 

10一一17.8歳).その他専門学校や特殊な神学校や際軍学

校があり，完全な複線型制度であった。その上，ツアー

リの教育大阪シシコブは「余震!民またはある階級の不適

当に多すぎる人々に読み議きを教えることは，利主主より

も答議‘をもたらすjと広言してはばからず，それらの結

果としてきわめて低い就学率(1910年で，会人口の22%

の学齢児童中，夜学者数4.79'のと，大多数の国民に交

官が強いられていたっ

表 218ヲ7年国勢調査によるヲ歳以上の地方別文資率

地 方

ロ V ヤ

ボーラ Y ド

ヨーロッパロ乙ノヤ
V ベヲヤ

カアカーズ
中央アジア

(%) 

女

農奴解放の直接的影響の下に， 1864年に初等，中等教

育改革にかんする諸法令がだされ身分秘的学校から近代

的学校への前進をたどるかにみえたが， 1874年に改悪さ

れ， 1880-90年代の社会全体の反動期の中で前近代的教

育へ逆行した。すなわち，第一に，ゼムストヴォや都市

の小学校を妨害し，教会立学校を念、速に鉱大し，第二

に，悦学昔話度を設けそれへの僧侶の発言?を強め，視学に

学校閉鎖権を与えて教獅の繊首を自E訟にし，第三に，中

等学校を古典主義で統制し大学入学資格を制探し，第四

に，非ロシヤ民族の児童の母諮使用を禁止し，ロシヤ認

を強制したことである。

4) ブルジョアa街主義者とナロードニキの教湾要求

ツアーリ専制下での教育にたいするプノレジョア自由主

義者の教育思想と主要求は，両者の経済的関係，すなわち，

農奴制と資本主義の一般的矛盾，およびロジヤのブノレジ

ョアジーがツアーリによって育成されたとし寸特殊性を

反映して，具体的教育要求における一定の進歩肢と恨本

的教育思想、における反動性〔ツアーリへの拝脆〉となっ

て顕在した。

かれらの教育要求はゼムストヴォ活動者大会の決議に

もっともよく変われているが，そこには，視学の警警察官

的機能の停止，教師の権利と自由の拡大，教育内容の改

善，教育の地方分権などの進歩的要求がみられる。とく

に中等教育にかんしては，①団体や鍛人の学校開設の自

由，@教授要闘の再検討，([授業料の値下げ，①入学の

民族的身分的制限の撤廃，①小学校との教育「内容の一貫

性，などを著書求しt.::.o だが，他方ではこれらの要求はあ

くまでもツアーリへの[請願Jであり，教育の改革は体

制変革を伴わずともゼムストヴォと学校協議会 (Y'IH僧

JlHl.UHbI員 COBeT，貴族，視学，官吏の代表による地方教

育行政機関)の改善によってなしうるとした。この立場

は，かれらの教育思想、にもっともよく表われている。

f医i家や教会，社会はしばしば教育遜緩，とくに教援

デ:? ~ 
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学習過絞に政治をもちこんでいるが，教育学はそれ自

身，政治とは無縁で、ある。Jr教育者の活動は階級闘争や

党組織の外にあるべきであり，教育者は自己の教育的信

念と知恵にのみたよるべきである。」教育学の日的は「人

類によって逐成された今臼の文化水準にあった人間をつ

くりあげることであり，教育学は単に，宗教やモラノレが

そうであるように，純粋に人間を考えることである」

「普通教育制度においても宗教教育はそれにふさわしい

佼援な占めるであろう。J このような教育と政治の分隊

思想は，教育の官僚統制に反対する防波堤となりうるか

に見えるが，一般的には教育・と政治の綴援な関係を隠織

するいちじくの業の役割をするし，とくにロシヤでこの

思想が自治三主義者によって1905年に各種の合法的教育雑

誌で強調されたことは注目に鱒いするであろう O

90年代のナロードニキの教育思想も，体制変革を伴わ

ず諸階級の「同意jで教脊改革が可能であるとする点に

ついてはブルジョア自由=主義者と本質的共通性をもつも

のであった。自由主義的ナロードニキの主要な論客ユジ

ャコブ(lO)I{aKoB，C. H. 1849-1910)は，二つの論文

で全図的生産の共肉体化計磁の中心的構想として，全国

に農場中学校，中学校生産施設，農耕:巾学校を，男女別

にち2万， gl4 万校っくり，学齢期 (8~20歳，最高25

歳)の，男女全住民を収容し，全児童や兵役者を議う物

資を供給する，佼業料を払えない者は終了後労働で返済

する義務な負い(これを教育と生産的労働の結合思想、の

実践とみなした)，現行カリキュヲムも変えず， 呉氏族

その他は除き，これらの学校の全機をもっ教師 t 管理者

猿成のために都市に有料の学校をつくる等身といった教

育計画をど発表した。そしてこの「全人民的義務中等教育

計画」はユートピアではなく，現体制のもとでなしうる

唯一の改革であるとL、う。

1901年に，ナ口一ドニキ組織の復括として社会革命党

が生まれ，世シヤの労働・農民運動や学生運動への影響

力において，社会民主労働党と勢力を二分することとな

った。第一次ロシャ2存命の余韻の中でつくられた綱領で

は国家の費用による全ての者のための普通平等義務

教育の実施J，r-あらゆる地方や社会，国家機関における

隊昔話の導入Jが掲げられた。後奴制の援活当主と社会主義を

見通しながらも，自己の立脚点を「農民，労働者，知識

人Jと並列することによって，一方では体制変革におけ

る労働者階級の役割を相対的に低くめ，般民:の創造主体

としてのその内在力を見通せず，他方では農民の過大視

とともに知識人合一階級にまで高め，労働者階級及び土

台・上部構造関係における位薩を逆転させ，自覚した知

識人によるテロを革命の誘発手段とする[主観主義J

「分散主義Jに落ち入ることとなった。社会革命党の影

響警は，一般的に教師が労働者z 知識人としてあるゆえの

みならず，初郊ナロードユキの多くが教締になっていた

というロシヤの特殊性によって教員選動の中に，また，

学生のもつ一言語の弱点、としてのその出身からくる小ブ、ル

性，形成中の非労働力人口という性格のもたらす観念牲

に粉応するという事情によって学生運動の中に，それぞ

れ一定の地歩を占めることとなった。

5) 社会民主主義者の教育論と教育政策

ロシヤの社会民主主義者， とくにレーニン (JIeHHH，

B. H. 1870-1ヲ24)は，ツアーリの教育政策，および，

ナロードユキの教育識を批判する中で自己の教育論を形

成した。レーニγは論文「ナ戸ードユキの空想、計画の珠

玉J(1897年)で，さきにみたニエジャコフの教育計脳が，

第一に教育巴の身分伎と階級性を混同し，身分性から階級

性への進歩性をみることができず，総じて階級的教育の

本質を理解していないこと，第二には教育と生渡的労働

の総合思想、をili曲していることを批判した。淫らにわれ

われは，この論文にかんするこれまでの分析で共通する

この二つの他に，第三に，教育の問題合学校教育、にとど

めてはならないと，第問に，ユジャゴブが一切の学校管

理権を教師に集中し，生徒に何んらの自治権をも与えて

いなし、ことを批判している点にとくに注目したい。

「教育の問題はけっして学校の問題につきはしない

し，教干害はけっして学校だけにかぎられはしないからで

ある。もし，ユジャコフ氏が，ほんとうに『教育問題』

を隊員IJ的に，そして種々の階級のあいだの関係を検討し

つつ提起したとすれば，彼はロシヤの資本主義的発展

が，勤労大衆の教育の問題においてはたす役割の問題を

回避することはできなかったであろうcJrユジャコア氏

は，彼の『ユートピア』の全体を通じて，教師の俸給

や，中学生の労働による返済等々の問題をきわめてくわ

しく検討しながら， ~?中学校』の管理や経営の遂行につ

いて義子の権限を『生徒』自身に与えてもーーすくなく

ともIrユートピア』ともあろうもののなかでは一一怒く

なかったろうということを，ただの一度もおもいださな

かったのだJ

1903年7 8月，日シヤ社会民主労働党第2回大会が

関かれ，最初の綱領と規約が決定された。綱領は「ヅア

リ王寺;制を打倒し……民主的共和制に代えることを当耐

の任務としJr最後に，あらゆる窮乏と搾取とをなくす

唯一の手段としての完全な社会主義的変革の必要を示す

ことを，自己の任務」とすること，すなわち民主主義主革

命から社会主義革命へと，その後の歴史的発肢を見通し

叩 6ザ
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たもので、あった。この体制変革とそのために必要な政治

的自由，市民的権利の獲得とかかわってつぎのような教

育喜要求が1903年綱領の中で述べられている。

r@住民は母認で教育を受ける権利をもっ。この権利

は，そのために必要な学校を濁家と自治機関の負担で設

立することによって保障される。 。国家からの教会の分

離と，教会からの学校の分断。 O男女・を問わず16議米i裁

のすべての児童にたし、する無料の主義務的な普通教育と職

業教育。貧困な児遂にはim家の負担で食事，衣服，学用

品を支給すること。 。食業が学齢期(16歳未満)の児童

の労働を使用することは禁止される。 。婦人の働くすべ

ての工場その他の企業に乳幼児のための託児所合設ける

こと。」

また，後述する当時の学生運動の高揚と論争に関速し

て，大会は「学生菅生j'.ic.t品、する態度についての決議j

'-a"採択しko決議の中で学生青年組織につぎのような勧

告を行っている。 r第ーにその成長のあいだに金一的，

首尾一貫した社会主義的世界観をつくりあげること…

第二には・…・・俗物的泣言によって青年を真剣な本命的教

管からそらしている青年のいつわりの友を警警戒すること

・…第三には，突践活動にうつるにあたっては，まえも

って社会民主主義的諮組織に漆絡つけるよう努力するこ

とJ

6) 大学生運動の発展と論争

つぎにわれわれは，ロシヤの高校生運動の璃芽にとっ

て直接的塁手饗を及ぼした口シヤの大学生運動について概

観しよう。 1900年にロシヤには，モスクワ，ベテノレプツレ

グ，キーエブ， デノレプト(ユーザエア)， ワルシャワ，

ハザコブ，カザン， オデッサ(ノボロシヤ)， トムスク

の9つの大学があり，学生総数は16，500人であった。学

生の学部別比率は，法学44%，援学29%，物理・数学23

払歴史・哲学と東洋語学4%以下，であっ主。その出

身階層では(カッコ内は技術系高導入貴族71(65.8)% 

僧侶ラ.3(1.0)%，市民層18.1(25.5)%，農民!脅し8(2.ヲ)

%，その他3.0(4.8)%であり，これを各社会隠し 000人

に対する人数で示すと，資族53人，僧侶 9.8人，市民層

2人，農民!欝 0.03人となり，貴族は笑に幾民!替の 1，766

f習の大学入学機会を占有していたことになる。

このように革命前のロシヤの大学生はその出身からみ

れば全く体制側であるかに見えるが，しかしツアーワは

将来の支配階級を育成の大学する革命化を極度に警戒

し，差是奴解放直後のー速の近代化の中で公布した大学令

(教授会自治の承認を含む)を， 1874年の貧困者の入学

禁止， 1878年の学生取締規則と相ついで、反省にし， 1884 

年には新たに反動的大学令を公布し，学長，学部長，教

授の選任権宏教育大阪に移し，学生の一切の集会を禁

じ，講義内容について教脊r大尽の許可な得ることとし

た。これに対して学生は1878年のキーユブ大学に始まる

全大学の「無秩序状態」で抵抗し， 1884年法令にも痕ち

にモスクワ大学を先頭に抗議の戸を起し， 1878年には，

ベテノレベノレグ，カザン，ハリコブ，オデ、ツサの各大学が

「無秩序状態」となった。この年 10の大学，高等で 394

人の学生が追放されたがこれは追放3告を出した大学の学

生数の 5.4%に当り，全学生の18.9%に当るところもあ

り，半数はモスクワ，ベテノレプノレグ，カザソの各大学か

らであった。

このようなツアーリ専制の全国の大学に亘る弾圧は，

これまで「学生騒動」の域を出なかった大学生の運動を

総織的なものとする契機を与えた。それは一つには1890

年，モスクワ大学学生が採択した「大学高専の完全な自

治，教育の完全な自由，大学入学の宗教，民族，性，社
28) 

会階層による徹夜撤廃，警察的監督機能の根絶など」の

「議澱議Jが全国の学生を結びつけるきずなとなったと

-¥1であり，もう一つは非合法の全国学生大会の開催であ

った。 1890年のツアーリの弾圧はモスクワ大学生 600人

をプトウィルスタ監獄に，ベテノレブルグ大学生 250人を

ベテノレプルグ要塞に投げこれという峻厳なものであった

が，この中で学生は一層きたえられ， 1893年第2関学生

大会(高校生運動の霞接的契機一後述)， 1896年第3回

大会ともたれ， 1894年にはモスクワの学生河掻だけで

し700人の会員を有することとなった。1899年 7}jの臨時

規則は r学生滋動jに参加したものは3年間の兵役に

処するとし， 1901年 1月11日ツアーリ教育省はキーエブ

大学生 183人，ベテルプノレグ大学生27人の兵籍編入を発

表した。これにたいする抗議の同捜休校には約30校(大

学，高等)25，000人が各地の学生向盟の指導の下に参加

し街頭行進を行い，さらに， 1901~2年にその数は30， 000

人に達した。 1902年 2月のモスクワ大学の集会には初め

て労働者が参加し， r臨時規則撤罰!210人の学生を返せ

!大学の自治!Jが決議され，ハリコブ大学では 2，

3， 11， 12月と 4度にわたって「専制打倒!政治的自由

万才!Jのスローガンのもとに労働者との統一示威行

進を行った。

このように19世紀から20世紀への転換は学生運動にお

いても，その組織性と金人民的政治的要求への発展，労

働者との結合という点で新らしい質的飛躍をとげるにい

たった。 r昨年(1900年一筆者〕の経験は学生にとって

むだにはおわらなかった。彼らは，人民の支持，主として

労働者の支持だけが自分たちに成功を保証しうること，

マF
T
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そしてそのような支持を得るためには，彼らはたんに

学園(学生の〕自EEのためだけではなく，全人民の自由

のため，政治的自由のための闘争に立たなければならな

いことを知ったので、あるJ

また，この時期の学生運動は， 1898年に創立されたロ

シヤ社会民主労働党の組織が各大学にできはじめたとい

う点でも新しい意味をもっている。しかし，社会民主労

働党が実質的に学生運動を指導しうるほどに影響力をも

つには，社会ー革命党との論争合総なければならなかった。

論争の発端は，学生団体は戸シヤ社会民主労働党の諸

委員会と連絡をたもつべきだとし、う 1902年の全国学生大

会の決定を， I司郷人会や学生組織を統合したキーエブ連

合評議会が「偏狭jだとして公開状をだしたことにはじ

まる。いうまでもなく，社会民主労働党は全国学金大会

の決議な擁護し，社会革命党はキーエブ迷合評議会合擁

護した。論争はそれぞれの機関紙「イスクラJ(第31，

35号〉と「レヴf リュツイオンナヤ・口シヤJ(第 13，

17号〕紙上で行なわれた。

論争の発端は全留学生大会決正義のさ当否をめぐってであ

ったが，論争の本震は，学生のあし、だに金一的首尾一貫

したl立界観を形成するよう努力するか，それともl学生=

イソテリゲンツィアの世界観の多様性合理治に首尾一貫

した忠、想を教資することをさしひかえ，一種の無思想性

に若手くかにあった。さらに，学生=インテワゲンツイア

合「社会全体における階級利害と政治的グノレープ分けと

の発展を反映し表現するJものとみるか，社会の階級的

利害や政、治的グノレープ分けからは超越した「客観的J存

在とみるナロードニキ主義に後退するかにあった。レー

エンは，論文 f革命的青年の任務Jで，学生自身(学生

新開「ストウデγ ト」紙〉による学生}替のグノレープ分け

にもとづき，現代の学生には，反動派，無関心な人々，

学園派，自由主義者，社会革命党派，社会民主主義者の

六つの政治的夕、ノレーブが存在していることを示し，これ

が階級利害の相途による社会の政治的グループ分けに一

致していることは「偶然で、はなくて必然約，不可避的な

ことである」ことを切らかにした。また，学生が二つの

革命的傾向の一つを選択すること，すなわち8己の立場

を磯立することは，偏狭でも分裂主義でもなく，かえっ

て教育力を高め統ーをひろげることを示した。

「政治的諸傾向の完全な分界は，けっして労働組合や

学生団体の『分断』を;蕊旅するものではない ……完全

に現在室な綱領の見地に立ってこそはじめて，きわめて広

範な範囲の学生のなかで，学閥的視野をひろげるため

に，また科学的社会主義すなわちマノレタス主義を宣伝す

るために，活動することができるし，活動しなければな

らない。」 論文「革命的青年の任務jが学生新聞「スト

ウデソトj紙に掲載 (9j'l， 第 2-3Jiラ〉され，論争は

事実上終結し，学生運動における社会民主労働党の影響

力は一層強国なものとなっt.::o

S2 1905年前の高校生の状態と高校生運動

の胎動

1) 高校生の出身階j欝

19依紀子支ロシヤの中等学校は，ツアーリ専制の番人〔貸

主主，地主， j期目釘変〕の後成のためと，資本主義の発

達にともなう新興ブノレジョアジーおよび技術者の義成の

ためという二重の性格を持たされてし、たことから，そこ

には身分性の賂印とともに階級性が附加されていた。当

時の中等学校(学齢は10，11歳~16歳， 18歳~)は，大

110すると， 1)事11学や際対1.の特権的学校， 2)男子ギムナ

ジウム CfHMHa3IUI，DpOrHMHa3白51，) 3)男子実科学校

CPeaJlbHOe y可間話則的， 4)女子ギムナジウム OKeHC州

Ka51 rHMHa3H5I)，めその他の職業学校，に分けられる。

特権的学校を考慮しなければ，ここれらの中等学校卒業生

のうち，大学受験資絡を与えられるのは男子ギムナジウ

ム卒業生のみであった。

ギムナジウムへの入'学資格は， 1864::干の法令では，門

地を間わず， 1) 10歳以上， 2)口シヤ語の読み議きがで

きるもの， 3)算数の掛算ができるもの， 4)析綴ができ

るもの，であった。ここには宗教との結合(これこそ教

育の前近代性念特徴ずける基本的指標ではあるが)以

外，中等教予ぎの前近代性，身分牲を特徴づ、ける要閣は見

あたらなし、。この入学資格のみを個別にとりだしてみた

;場合，たしかにそうである O だが，われわれがーたび，

この入学資格を当時の口シヤ社会と，口シヤ国民諸階層

の教主主(読み議き能力だけとでも〉と結びつけてみるな

らば，就学期間の扶養費の問題を考慮の外においても，

ギムナジウムの身分性と階級性を維持するには，さきの

条件づけで十分で、あることを知るであろう(表 1-3)。

表1-5，表1-6によれば，当特の支配階級(紫族，僧

侶，官吏〕の子弟が，男子ギムナジウムで60%，女子ギ

ムナジウムで53%，実科学校で38%を占めていることが

わかる。これを革命前ロシヤの人口比率と交錯させるな

らば，人仁I1，000人にたし、ずる中等学校生徒数は，交族

267人，的1~\345人，市民層28人，農民溺 i 人と L、う数字

を得ることができるのである。炎族と{制限は，人口の三

分の二を占めている差是E誌の，なんと 612倍の中等教育の

機会を占有していることになる。さらに，われわれが，

「市民!欝JCfOpO)l，CKHe COCJlOBH5I)を大商人，工場当三，

勤労市民に分け， I農民燈J(CeJlbCKHe COCJlOBH5I 

四 8-
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の41%)，宗教13， ロシヤ諮24，数学37，地理10，Il整史

12，フランス諮とドイツ認f1ヲ，留学日，論潔学 1となっ

主。このような古典諮の過重負担は，留年の主たる際因

となったく表 4参照)。

1897年国勢調査による社会構成と

10歳以上の読み議~能力者の筈tl合引)
(予告j

表 1-3

当ぐ

内
J
h

勺

ぷ

氏

υ

p

h

u

.
，
.
 

1

9

9

2

 

8

7

4

1

 

リj

88.0 

ワ
2

4

1
ふ

η
1

5

8

6

 

Q
d
R
υ

スu

4.7 

16.4 

25.8 

26.2 

26.9 

苦笑 1-4

17 主主

18 主主

1自 f品

20 歳

21 主主 l~. J二

持呼

主主

{日

r¥， l'血

i乏

中霊長，貧農に分類した資料を入手しえたならば，

中等学校生徒の出身階層にあらわれた身分性と階級性は

向日の下にさらされるであろう。また，生徒の宗教別機

成(1887年)は，ギリシヤIE教61，7%，ローマ・カトリ

ック 17.7%，新教・ノレーテノレ派7.9%，ユダヤ教10.2%，

その他2.5%であった。

このような生徒の状態は，ツアーリと教育大!~(にとっ

ては十分に議ばしいもののように思われる。ところが，

ツアーリの教脊大fa0882'9三~1897年の教育A大切は， 11. 

且.且eJl5lHOB)は，このような状態にも不安を感じ，

1887年に遜迷(江HpKyJl5lP!を出し，駁三島と使F詩人，ヰヰ

:rm人，洗濯女，小高人およびそれに類する人々の子弟の

中等学校への入学を制限し，さらに低所得勝子弟の入学

制限を玄関して援:築学!を二倍にし，ユダヤ人の入学も一

定比率に務I!p艮し，教育における芝jjlJを強化した。これら

の結来したものは，表 1-5に子氏されているように18舛

年の男子ギムナジウムにおける市民層と農民}替の絶対的

減少であった。

教育内脊のi訴でも， 187151'の改革は， 1864年の規則と

比較して古典籍の夜桜"博物の然[1.と際史・宗教の削減

という方向で行なわれ，その結果， 8学年を通じて，一

週間に，ラテ γ諮49(待問)，ギリシヤ訟36(以上で全体

ノ、
J、
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女子ギムナジウムの生徒数と出身階層B 表 1

徒，教師，父母の中にはつぎのような不満があった。この

不満は，教育大医ボゴレポア (EorOJlerrOB，H. n. 1846 

~1901.)ですら， 自己の通逮で、認めなければt1:らない
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2) 中等教育をめぐる不満とツアー 1)の「改装j

生徒の出身階層や教育内容からみて，充分，支配体制

itltlかに~えるギムナジウムと実科学校ではあったが，主主
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ほどのものであった。それは， イプの中等学校，三三つは大学への準備のための中等学校

1) 中等学校は官僚主義的性機をもち，家庭から孤立 とする。

し，そこでは，生きた教育活動の中へ無味乾燥な形式主 ツアーリの改革方向は，さきにみた生徒，教師，父母

畿と生気のなさがもちこまれ，教師と生徒は偽善的な人 の不満の解消とは全く逆のものであった。このことは，

間関係におかれている。 中等学校の改善がギムナジウムの枠内では不可能である

2) 生徒の個性にたいする無配慮と体育や人格の教育 ばかりでなしこれは現在のツアーリ専総制度の枠内で

の軽視コ は達成できないことを感知させるむ

3) 子どもたちの素質や趣味が芽生えるまえに，子ど

もに，あるきまった種類の課業をおしつけるような，低

学年からの学校の専門分化。

4) 毎日の学習 (YMCTBeHHaflpaOOTa)は， とくに

低学年の場合過重である。

5) 生活時間と授業時間との調和がなくて，時間割り

は第二義的あるいは余分な要求で壊められている。

6) 口シヤ諾，ロシヤ史，戸シヤ文学の授業が不足で

あり，自然現象への認識が弱く，学校の生き生きした性

格ゃ民族的性絡がうばわれている@

7) 古典語は非常に多過ぎ，その教援は不正確で，そ

れに大部分の時間がさかれているにもかかわらず古典教

育 (K~aCCHqeCKOe OOpa30Ba朋 e)の目的は達成されて

いない，

8) ギムナジウム卒業生の知的水準は不満足なもので

あり，大学でのかれらの学習を妨げている。

9) 高等専門学校での学習にとって，これまでの実科

学校の準織では不十分であるし，一般に実科学校での教

援組織が弱い。

というものであった。

このような欠陥の「改養」を意図して教育省は中等教

育改革委員会を設けたが，この委員会の委E主ですら会議

の席上， Iギムナジウムの改善は，それにとりかかるや，

ギムナジウムの枠内ではできないことがわかる」と述べ

るほどであった。

ボゴレポフが，学生カノレポピッチの一弾で倒れたあと

ノミンノアスキー将箪 (BaHHoBcKHll，n. C. 1822-1904) 

が教脊大陸に就任したが，大学生の遂動で吏迭され，後

任としてゼンゲノレ (3四 rep，f. 3. 1853-1919)が就任

仁た。そのゼγゲノレへの勅書(1902王子6月10日)でツア

ーリは「学校における脊少年の陶冶は，信仰の精神およ

び帝位と視国への服従の精神で青少年をWJll寄rすることと

結びつけられるべきである」と述べ，中等学校改革の基

本をつぎのように方向づけた。第一に，首都と諸都市に

中等学校総設の生徒用寄宿舎を早急、につくること，第二

に反政府的生徒の政治的選別を厳務にすること，第三に，

学校を三つの種類に分け，一つは低学年で教育課程を終

えるもわ，二つは，大学へはつながらないさまざまなタ

3) 高校生運動の筋書Fと金ロシヤ高校生大会

高校生の出身階!替における体制化にもかかわらず，ツ

アーリ専制が苓昔話であるかぎりにおいて子写生産される中

等教育にすこし、する不満と，さきにみたR シヤの労働運動

と大学生運動の高揚の直接的影襲撃の下に， 1890年代初め

から高校生の最初の非合法サークノレが生れはじめたQ

1893年の全国大学生の大会は高校生サークノレの結成にか

んする決議を採択し，各地でただちに実践にとりくまれ

たむ例えば，大学生の援助でエレッツでは1893年に，タ

ンボフでは1894年に，キ{且フでは1894年に(25学校200

人で)，それぞれ結成された。 これら 19世紀後半の高校

生のサークノレやグノレープは，最初のうちは文化主義的，

自学自習的内容のものであったが，ツアーリの反動的教

育政策への抵抗と労働者総級との接触が深まるにつれて

次第に急進的社会主義的なものになっていったG

1899/1900年のP予スマスの休綴に全口シヤ高校生大

会が，キーエブで非合法的に関かれ，キーエア地方，ポー

ランド地方，ジトミノレ，プリノレク，エリザベートグラー

にリベリェ，ベテノレブノレグの各組織の代表が参加した。

この組織の目的は，規約と「友人のみなさんへjとL、

うプピーノレによると， I高校生の知的，社会的水準を引

上げる目的をもってかれらの中で組織的な宣伝と支援活

動的ぅjというものであった。また，たんに経済的利

益のための総織や，民族主義的なものを唯一の要求にし

ているもの，実践的革命運動を行おうとする純粋に政治

的なものや封鎖的な団体はこの組織から排除されること

となった。すなわち，この組織の基本的性務は，高校生

の自己教子寄と産主蒙のための組織であった。

組織は，いくゥかの地方にわかれ，地方ごとにL、く

つかの委員会をもも，その 4つがその地方の中央支部

(UeHTpa~bHoe OT.lI.e~eHHe) とされる。各中央支部は，

各委負会から10%の会費を得て，独自に資料を発行し，

大会を召集する。最高決議機関は，全ロシヤ高校生大会

と地方高校生大会である。中央支部の一つは，全ロシヤ

大会の決定にもとづいて，大会で選出した綴集委員会の

ザドに雑誌な発行するc

組織の基本目的である自己教育については「友人のみ
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革命前戸、ンヤにおける教育運動

なさんへjのアピールの中で，つぎのように述べてい

る。 Iわたくしたちの多くの友人はさまざまな怒条件の

下におかれており，様碕記式勉強法と中等学校での聴講

と点数をとること以外には，ほかに生きる道のあること

など怒いもよらなし、かのようである。だが，自己教脊を

行っているサークノレに参加している人々が他の人々より

後れたものになるであろうことは疑いない。サークノレに

は自分を酷使してへとへとにしてしまうような義務もな

いし，自分の学習だけをやるようなこともなく，多くの仲

間を泥沼から引きだし，その人たちにできるだけの援助

をしようと努力しているのです。j アピーノレ文によれば，

サ-pノレでの学習形態は， 0学習プ口グラムのあるもの

と，@プログラムなしでやるものとを併用する。プログ

ラムはサークノレ員の力量に応じて選択するが，例として

カレ-=フ編「自己教育のための計画集J089ヲ年)やそ

スクワ委員会の「家庭の言主義計画J (~3 紋〕を上げて

いる O プログラムなしの学習は，そのときどきにサータ

ノレ員が関心をもった問題をとり上げて行う。サークノレで、

の自己教育の方法としては，レポート方式 (pectepaTHaa

C践CTeMa)をすすめている。 I経験によればレポート方

式はもっとも g的にかなった援業方法で、あり，レポート

を蓄くことは思考の良主的な活動を可能とし，知識の系

統的な潔得を強めるJ。

以上のことを効果的に行うために， 1)組織の必要に

応じて共通の財政と文療をもっ， むさ当額の諸問題を討

議するために各サークノレからの代表者会議を設け， め

もっとも重量聖書な問題を決定するためには必婆に応じて全

体総会を召集すること， が示されている。また， Iギム

ナジウムの殺到jはサークノレを厳禁しているし，当局は警

護者とともに生徒の中のどんな小さい遂動をも完全に鎮圧

しようとしているのであるから，新しい仲間をサークノレ

に入れることは，非常に多くの校意深さが必婆とされる

し，今は愛より笈を選ばねばならず，もっとも用心深く

活動的な仲間を引きつけなければならないJとのべてい

る。事実，秘密禄に関かれた全ロシヤ高校生大会につい

ても 4カ月後にはその内容が内務省から教育省へ交番報

f号されていた。そして1902年には教脊省内に「中等学校

生徒秘密サークノレ発展対策専門部Jが設けられ，内務省

と一体となっての弾圧体制が敷かれた。

第三回全ロシヤ潟校生大会の三年後の1903年3月に，

中炎支部が出したアピ…ノレ「中等学校生徒へJは，三年前

の政治を拒否し，自己教育と啓蒙に終始していたアピー

ノレからはし、くつかの切らかな発展がみられる。第一は体

制認識の明確化である。「政府は，官僚的専制の現体制維

持を危ぶみ，絶対主義的殺主政体;の市民的徳一一個性の

ない従順と千綴一律さ，を自分の臣民にすでに若いころ

より教育したし、と綴っている。J第二二は， その体制l認識

とのかかわりにおいて生徒の，そして教邸の現実の苦し

み，懇，非fjを把握していることである。 Iロシヤの会

社会生活に浸透している官僚主義は学校にも入りこんで

いる…・-それゆえ学校のきまりに対するあらゆる反抗は

i説家的犯弊とみなされるo 学校の官僚主義は通常，生徒

の自主的思考にがまんならなし、。当局に用はないといわ

れた教員iliは中等学校から出ていくしかない。それによっ

てわたくしたちの学校は，自分たちのもっとも秀れた教

育者を失弘教留¥i，とくに地方の中等学校の教師にとって

はそれ以上どこにもいきょうがないのだ。このような状

況下で，生徒の自由な思考な狼絶することな命ぜられて

いる教師と，自分の教倒をもっぱら『より多く与えてく

れる人から命ぜられた仕事だけをする官吏』に見たてて

いる生徒ととが信頼できうるはずもない。一方で，学校

は，系統的に嘘を教えており，そこには生徒と教部の格差;

理解はなく，学校は下劣な本能一一密告と偽善一一ーを奨

励するところであり，生徒はそこへ憎悪をもって通い，

生徒は自分たちに関係しているいろんな問題についてほ

んとうの答を学校で見つけだすことはできない。他方で，

社会環境は，生徒を社交につれだすが，社会生活は，従

属しながらもいばりちらし，上のものの前でのごきげん

とり競争をするところであり，まったく知的な興味を失

った人々が全ての生活をカノレタと溜ですごすところであ

る・・…。そしてすでに中等学校にもわが国のこのような

生活条件の嫌熟が反狭している……。主主務と酒蓄しで若い

生徒が空虚と無思惣の生活にひたろうとしているd

このような現実認識の上て、の一定の前進が得られたの

は，第三三回全戸シヤ大会後の各地における高校生の運動

の発燥によるものであった。例えばキ-=フ連合委員会

の下にあるサークノレは1894年の 200人から 800人に増大

し，独自の雑誌も発行したが，それは奔合法的に諸外国に

も送付されていた。また，この期間の各地の高校生の運

動の発展には，二つの特徴がみられる。第一は， 1900-

1903主ドの恐慌にたいする労働者の運動と結びつきはじめ

たことであり，第二は，社会民主主義者の議長饗，とくに

社会民主労働党機関紙「イスクラ」の影響が高校生の中

へ入りはじめたことである。

これらの影響の結果は，一つには高校生組織の8的で

あった自己教育の内務に社会主義的傾向をもたせること

となった。これまでの独自に作成したプログラムに，経

済学，哲学史，事士会主義運動のテキスト，あるいはマノレ

タスの[資本論jやエγゲノレスの「家族，私有財産，関

2誌の起源J，カパレアスキー「ロシヤの経済体制J，ラブ

i
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リオノレ「歴史にたし、する唯物論的見解にかんする諸問

題」などがつけ加えられるようになった。二つには，高

校生組織の目的を自己教育と啓蒙のみにとどめず，自分

たちの苦しみの線源が専制政治にあることを見抜き，地A

lj)1J政治を根絶するたたかいをも志向しはじめたことであ

るのそのさい，たたかし、の中心が労働者階級であること

を県解していた点については，当時の日シヤの政治情勢

と19051干J手命きとめぐる社会民主労働党内部;の諭守をや社会

革命党との諭やまど結びつけて考えた場合iHIにあたいす

ることである。 1903'F1月にtl1t.ニイノレターヅタの生徒の

グループ['Ij"等'判交の抗議表jのアピーノレはつぎの託業

で結んで、いる[r:tシヤにおける工業の発後はr:tシヤ

リjlj測を終，¥:G4tしめ， A7櫛な搾耳元から社u主|を解放すること

を運命づけられている真の勢力を生みだずであろうし，

すでに生みだしている。このうち克ち対h、勢力とは，ロ

シγの労働者階級である。今すぐ，得税との忘れ、を始め

ているロシヤの労働者階級のために，われわれは『母子制

打倒IJ，専制i政治打j3iむなくりかえさなければならないし

吸うべき学校から出て全戸シヤ人の敏との翻いに参加し

なければならない。」また， ジトミーノレの生徒組織はそ

の目的をつぎのように惹いている際詰uと資本主義か

らロ、ンヤを解放するために，人類の自由とさ存在五のために

たたかっている党の戦列に，最初の可能性がきたときに

立つことができるように，学び，教え， 自己主ど革命化

し，他を革命化させること。J

4) 高校生北部問践と高校生荷部ロシヤ悶

さらにわれわれは， 1905年前の高校生の運動で兵裂的

な二つの総織，高校生北部局M.CCeBepH隊員 CO約3y可a-

以HXC毘Cpe)l.HHXJJlKOJJ)と，高校生南部戸、ンヤ図(lO)!{HO綱

pyccKall rpyrma yqamHXClI Cpe)l.HHX llIKOJJ)の結成に

ふれなければならない。さきの全ロシヤ高校生大会が，

キーユフを中心としたヨ-r:tツパロシヤの中央部を主と

する綴織だったが，北部i渇践はベテノレフツレグを，南部ロ

シヤ問は黒海治岸の Pストアを中心としたものであっ

7こ。

北部同捜は1903年にベテノレプノレグで組織されたが，ベ

テノレブノレグにはすでに，ナロードニキ・人民の意志派の

論客ミハイ戸フスキ-(MHxa註且OBCKHH，H. K. 1842-

1ヲ04)とその息子によって組織された純粋に「務蒙的」

高校生のサ… PノレがあったG そのサークノレが不活発にな

り，その一部が「改革者たちjと名づけられた組織な作

ってより積極的活動を行い，キーエフの第三回全ロシヤ

大会にも参加したむその後「改革者たち」は，ベテノレフ

ルグの大部分の高校生組織を吸収したく12の男子ギムナ

ジウム生徒のサーグノレ， 4つの実科学校生徒のサ五グノ人

5つの女子ギムナジウムとその他2つのサ-1)'ノレ)。 し

かし[改革者たちJは，教育大臣パンノアスキー (Ba-

問 OBCK凶， n. C. 1822-1904， 教育大自主は 1901-1902

年j の「改革」の怠ほI~ど見抜けず，彼の免職の Elこは特

別集会を開き1，030名の高校生の感謝状をもってゆくな

ど， J:からの改キfに幻想をいただいたため，それにあき

たらたい生徒たちが，新たに綴織したのが高校生北部関

Il皇であったの

北部;阿波の綱領はrj:1等学校の沈滞した息背しい2手間気

合批判し， ¥1卜界線形成のための自己教ず子活動を提fl向した

が，政治，とくにマノレタシズムには「努告」を発してい

たの f批判的な態度や科学的根拠なしに一面的に政治に

夢中になることは，政治的ディレツタンチズムと皮相的

1'1J1とと， ‘つの釣裂にみちびかれるだけである。 1Iマノレ

タス主義以外に救いはなし寸としみ尚校生の言漢には反

発的なためらいがあるだけであろう。J だが，北部間際

が日露戦争の本質を見抜き，国民にi戦争は有害である，

と'11.i.公するに及んで，ツア日リ政府は努1ぎをさし i九け

1904年 l月に悶波長13名を逮捕した。ツアーリのこのよ

うな弾圧は皮肉にもその後北部局慰安して「非政治性J

f無党派性」から，自己教育活動と政治的活動の結合，

さらには社会民主労働党へと次第に接近させることに役

立っただけで、あゥた。

高校生南部ロ、ンヤ[iflは，議初から労働運動と密着して

いた。それゆえ，役会革命党の影饗もある程度認められ

るが，主としては社会民主労働党の影響の下にあった。

lヲ02年8月末に黒海沿岸のロストア・ドンを中心に海部

議地方の高校生代表が薬まり，高校生南部ロ‘ンヤ問の意IJ

~íLを決:め，プピ{ノレを採択した。 l'みなさん〆 専制の

<i'i:Aからわが闘を解放するためのたたかし、はますますは

げしくなっている。自らの旗の下にあらゆる誠実で思慮

深いロシヤの人々を結集しているプロレタリアートの力

強い関の戸3は，ますます大きく広がっているJ1ロシヤ

社会民主主義総織の赤旗が堂々とひるがえっている自由

の連合軍の殺極的な戦土の隊列へ，大般に，ひるむこと
58) 

なく，うたがうことなく参加せよ。」 このように南部ロ

シヤ問中央委員会のアピーノレは，政治的，急進的なもの

であり，これを掲載した社会民主労働党機関紙「イスク

ラJ1902年12月 1臼付第29号で，レーユンが編集局の名

でつぎのような忠告を与えるほどであった。 1われわれ

は，生徒諸君の精力的な創意を心から歓迎するととも

に，われわれとしては，つぎのような同忘的忠告を彼ら

にあたえよう。学習し，自分自身を確信ある，堅忍不抜

で竪匡立な社会民主主三幸義者にそだてあげることを， 自分た
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ちの組織の主要な目標とするように努力せよ。このきわ

めて議委で必要な準備活動を，直接の実践活動からでき

るだけ厳密に区別せよ。J

創立一年後の1902/1903学年度末に第二回高校生衛部

ロシヤ回大会が関かれ，第一日丹は約‘年間の南部口シ

ヤ問中央委員会の活動報告と討議，第二二日目には団の綱

領討議が行われた。大会報告はL、うの 「第一回大会後中

央委員会は，統一の強化，宣伝ビラやパンアレットの発

行，非合法文献の発送と普及，問綴織と党組織の結合の

強化に縞力的にとりくんできた。現在，南部ロシヤの11

の都市で団の出版と一般の非合法文献の出版とが統一さ

れ，広められており，その上，それらのうちのいくつか

は十分大きく強力な組織となっている。J1902年10刃か

ら1903年 6月までに約4.000枚の笠伝ピラがだされたが，

これは学校生活にかんするものとメーデーや諸事件など

社会生活に関するものに大別される。パンフレットでは

「マノレタス，エンゲアルス，カウッツキー，プレハーノブそ

の他の科学的労作が労働文庫として広められ，…υ これ

ら種々の活動のために約300ノレーブリを集め，かっ支出さ

れた。J また， 他地方の学生組織との関係では，ハリコ

フ間態，ベテノレブノレグ中等学校生徒総織，キーエフ高校

生連合組織とサークノレ中央支部と交流をもち，さらに，

ロシヤ社会民主労働党第 2 聞大会(1903年 6 月初日~.8

月23日，ブリッセノレとロンドン於〕へは，党と青年組織

を総合させることの必要についての報告追を問中央委員

会から捻出したc

iお白1;ロシヤ[iJlに方fI践するサークノレの組織状況と活動内

容はつぎのようなものであった。「現在，間組織は500人

以上の会員を有する約40のサークノレからなり，その約40

%は女子である。サークノレには，男子ギムナジウム1:.

女子高校生，災科学校生，中等技術学校生，師範1学校生，

下級技術学校生，その飽無給見習医師やインテリ青年が

参加している。サークノレはその性格によって二つのタイ

プに分けられ. c一つはJ)南西の矛盾する若議後の絡閣か

ら出口をみつけ，自覚的な生活をしはじめたばかりのよ

り者い青年が多いサークノレで，そこではまだ，体系的な

社会問題の学習は行わず，学習内容は，戸、ンヤ人の社会

的自覚の歴史としてのロシヤ文学の講読が主である。ロ

シヤ文学を知って宥→年はロ、ンヤの思想の発展のさまざま

な段階を学習し，そこに社会諸関係の反映をみることを

学ぶであろう。青年の革命的教育をこそ怠ってはなら

ず，青年の注意はしだいに P シヤ人民のもっとも底辺の

階級の苛酷な状態に向けられ，かれらの貧しさと支配階

級のぜいたくさとのますます増大する矛脂へと|付けられ

るであろう。〔もう A つは〕プロレタリアートの解放の

ためにたたかうという自己の生きる目的をつかんで、い

る，すでに自覚した青年からなるサークノレであり，ここ

での学濁内容は，経済学，社会学，さらには，社会主義

と前世紀後半の解放運動についてである。青年のもっと

も自覚的部分は，ロ、ンヤ社会民主労働党綱領によってそ

の戦術と組織を詳細に学んで、いる。j

閣の綱領討議ではつぎのような諸点が篠認されたが，

資料が途中で途切れているためその金内容は明かで、はな

い。 1プロレタリアートを拘束しているあらゆる政治的

経済的奴隷制度の鉄鎖から，プロレタリプートを解放す

るための自覚的なたたかいヘロシヤの学生青年を準備す

ることを必要と考える。プロレタリアートの完全な解放

は，現存のブノレジョア体制の打修!なしには，社会革命な

しにはなしえないと考えるc 都市でも，また農村におい

てもロシヤブ口レタリアートの階級競争のただ一つの発

機にとっても，プロレタリアートの完全な政治的解放，

プロレタリアートによる政治的自由の獲得が不可決であ

ると考える。 平和な文化的諸活動にロシヤの青年をとど

めおくことは，現代の挙手ffllj的・官僚主主義的体制では全く

不可能であると考える-…'J (ここで報告最は途切れて

いる。)

Cict 1) I1CTOpHlI KDCC， BbWyCK rrepBbl長， MocKBa， 

1962， CTp. 14.. I1CTOpH耳 HapO)l.HOrOX031I員同

CTBaCCCP，日3)l..COUHa~bHO-9KOHOMU可εCKO益

四 TepaTy品 1，MocKBa， 1960， CTp. 312. 
2) ぷノマリョブ駁修， ソ波政治経済研究会~J: 1ソ

AfIUI，)主党rJ:. 1883-1910"f-J. .Fl[代社. 1959 
{fへ， p.15.なお， ロシヤ史の概Iff許な知るには，

行防j徹和，，1Iロシヤ史J1li!111む!反. 1ヲ551f-がある
し，郊;if(では， グリュチ£アスキーミ寄，外務復

調査!局訳 112シアrJ:Ji:f'; 1. 4宅金. 1937年，パ

タ口ブスキー持，岡j資家治訳 112γア史J1ヲ34
{F.， ペアズ蒋， 内[11ミ「ロシア」岩波新選，

1949年などきょ照。
Ci:l: 3) I1CTOpUlI KDCC， TaM iKe， CTp. 18: 
Gt 4) TaM iKe， CTp. 22. 
心主ラ) パクロアスキー，古ij掲払 p.253-256.
Ctt 6) I1CTOpUlI KDCC， TaM iKe， CTp. 31-52. 
L注7) ポノマリョフ. iIIj織滋.p.22. 
(法 8) レーユン「どういう遺産をわれわれは拒~する

かJ.大月版全祭(以下向).第 2巻.p.512. 
その他レーニンの初Jt月労作のほとんどがナ戸{

ドニキ批判lであるが.主なものはIii'人民の友J
とはなにか，そして彼らはどのようにして社会

民主主義者とたたかっているかJ第4巻.p.123 

350. 1ナロードニキ主義の経器等学的内軍事とス

トノレーヴェ氏の務主撃におけるその批判J. 1可，

p.351-546. 1口シヤにおける資本主義の発際J
t:t'}3宅金.p.4-643なと。

Lはt法主 9) 1，μ山i
ci:註注』主占10) H. A. KOHcTal日fT!沼UI任HOB恥， B.5兄I.CTpyM!説u読!CKαHが幼F詰1，

q
J
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。可epKH no 日CTOpHH Ha可aJIbHOrO 06pa30・

BaHHH B POCCHH， H3且. YLJrre.LtrH3， MocKBa， 

1953， CTp. 93. 
けれ1) 文部省調主主普及局，勝出品二[潟'政ロシヤ教育

吐:j，刀i工透院， 1ヲ50，p. 27. p. 41. 

(iU2) レーニン「交/部省の政策の問題につL、てふ 治

19巻， p.134. 

(ノ;J一13) 11. M. 50r.LtaHOB， fpaMoTHocTb H 06pa30Bか

HHe B .LtOpeBOJIIOll，HOHHO白pOCCHHH B CCCP， 

悶且・ CTaTHCTHKa，MocKBa， 1964， CTp. 58. 

(iU4i XpeCTMaTH克 rro況CTOpHH rre且arorHKH，H3.Lt・

yLJrre.LtrH3， 1957， CTp. 350. 

nu  5) B. 11. Bo且KOB，113 HCTOpHH rre.LtarOnl可日術

CKOU MblCJIH B pOCCHH B nepHO.Lt peBOJIIO剛

ll，HH 1905-1907 rr.， )!マpH.<<CoBeTcKaH nか

.LtarOrHKa)) (B c.lJe.Lt. C. n.)， 1955，地 10，

CTp. 77. 
叫 16) )KYPH. <<PyccKaH IIlKOJIa))， 1905，尚子8，CTp. 

54-55， H3 B. 11. BOJIIWB， TaM淑 e，cTp.82. 

(仁王17) 況<YPH. ((BeCTHHK BocrrHTaHHH))， 1905， N2 9， 

CTp. 97. TaM )!(ε. 

(itl8) 況<YPH.((PyccKa耳IIlKOJIa))，TaM )!(e. 

Ci1eI9) 況<YPH.((BeCT滋HKBocrrHTaHHH>)， 1905， NQ 1， 

日3TaM )!(e， CTp. 84. 
(注20) C. H. lO)!(aKOB， npOcBeTHTeJIbHaH YTorrHH ; 

日JIaHBC巴HapO.Lt詑oro06'3aTeJIbHOrO cpe瓦Hero

06pa30BaHHe， 1895， Borrpocbl npocBemeHHH， 

1897. 

(注21) npOTKOJIbl， rrepBaro C'bも3.LtanapTiH cOll，ia-

λ滋CTOB'b-peBOJIIOll，ioHepB'b， H3.LtaH混在 日ト
HTpa必bHaroKOMHTeTa n. C.-P. 1906 r. CTp. 

361-362. 

(注22) レ{ニン， Iナロ{ドニキの主主怒{計画の珠玉j，

第 2巻， p.457-459. 

(注23) 向上， p.477. 

(I'E24) 悶;I党綱領改正資料j，第24宅金， p.4ヲ9-506.

(注25) 同上， p.494-507. 

(法26) 筒， r戸、ンヤ社会民主労働党第二泊大会j，第 6

巻， p.485 (一部改訳).

〈注27) A. C. 5YTHrHH， lO. A. CaJITOHOB， YHHBe-
pCHTeTCKoe 06pa30BaHHe B CCCP， H3.Lt. 

MOCKO君CKoroyHHBepcHTeT8， 1957， CTp. 30. 
(注28) K. T. faJIKHH， TaM )!(e， CTp. 44. 
(主主29) 5aJIbIllaH COBeTcKa耳 3HU，HKJIOrre，耳目.11， fo-

cy.LtapCTBeHHoe HayLJHOe H3.LtaTeJIbCTBO 

((50JIbIlla.l1 COBeTcKaH 3Hll，HKJIOne.LtH.I1))， TOM 

41， CTp. 163. 
(注30) レーニン， rデモンストレーションのはじまりJ

詩o老妻， p.327. 

(注31) A. C. 5yT耳rHH，TaM )!(e， CTp. 129， 157. 

(注32) レーニン， I革命的青年の任務J，~喜 7 宅金， p.32. 

(波33) 同， p.30-35. 

(1.1::34) I斗， p.43-44 (--.iffil攻以)0

<it35) 支部~-，jI尊厳 l~fí: 及川縦，勝 111 M二校 I'Iむ1&日シヤ

教育史J，刀iJ:;!i'銑， 1950， p.l02--103. 

(ト1:361 ~ミ J(( 66. 79合)と労働行117.0%)で 8}(IJ以l:令

50JIbIllaH COB巴TCKaH3日日HKJIOne且HH，T.50， 
CTp. 106. 

(淡371 11. M. 50r .LtaHoB， fpaMOTHOcTb H 06pa30-

自aHHe B .LtopeBOJIIOll，HOHO品 POCCHH H B 

CCCP， H3.Lt. CTaTHcTHKa， MocKBa， 1964， 

CTp. 73. 

(i:138) 支部省調査普及局私¥， miぬiq，p.108.

lil二3ヲ) H. A. KOHcTaHTHHoB， E. H. Me.LtbIHCKH白，

M.φ.立1a6aεBa，I1CTOpHH ne且aror践豆沼， H3.Lt. 

npOCBemeHHe， MocKBa， 1966， CTp. 288. 

ふHO) H. A. KOHcTaHTHHoB， 0司epKHno HCTOpHH 

Cpe.LtHε詰 III託0λbl-fHMHa3HH H peaJIbHbJe 

y可HJIHmaC KOHll，a XIXB. .Lt0φeBpaλbCKOU 

peBOJIIOll，減目 1917 ro.Lta， focy.LtapCTBeHHoe 

y可e6HO・neぇarOrH可eCKoeH3.Lt・ MHHHCTepCTBa

npOCBemeHH耳PCφCP，MocKBa， 1956， CTp. 

4-19. 

L政41) 11. M. 50r.LtaHOB， TaM )Ke， CTp. 68. 

(、技42) は1.11. faHeJI河辺， OLJepKH no HCTOp話路 Cpゃ

.LtHefi IIlKOJIbl B POCCHH 詰TOpO位 noλOBH行bl

XIX BeKa， focy且apCTBeHHoe y可.-rre.Ltar.

H3.Lt. MHおおCTepCTBanpocBemeH羽H PCφCP， 

MOCKBa， 1954， CTp. 105. 
(143) C. B. POlK.LteCTBeHcKH員I1CTOpH司eCKHu

0630p .Lte.l1TeJIbHOCTH MHHHcTepcTBa Hapo帽

.LtHOrO npocBemeHHH (1802-1902)， Cn5， 1902. 

CTp. 643-646. 661， )KeHcKHe rHMHa3拙 u

nporHMHa3HH MHHHcTepcTBa HapO.LtHOrO 

rrpOCBeme日間 ¥1858-1905)， H3.Lt. M話HHCT巴同

pCTBa HapO.LtHOrO npocBeme抗日H，Cn5， 1905， 

(H. A. KOHcTaHTHHoB， TaM )!(e， 1956， CTp 

26-30). 

(注44) TaM )!(e. 

〔注45) TaM )!(e， CTp. 40. 
(注461 TaM )!(e， CTp. 58. 
(i注47) TaM )!(e， CTp. 35-36. 
(注48) ABnK H 5.φOH.Lt .LtenapTaMeHTa奴apO.LtHか

ro npocBemeHHH，.Lt・N2195769， 1900， JIJI. 

36-38 06. (ycTaB). (H. A. KOHcTaHTHHoB， TaM 

)!(e， CTp. 62). 第三回大会であり，第一，二回

は不明。

(注49) 1899 r. HaIllHM TOB8pHm8M. 2-e H3，lJ，aHHe 

UeHTpaJIbHOrO OT.LteJIeHHH COlO3Horo KO-

MHTeTa 05'be.Lt沼H長HHblX opraHH3all，H曲目

Kpy)!(KOB， (TaM )!(e， CTp~ 191-192). 
(法50) TaM )!(e. 

(注51) Y可amHMCH Cpe.LtHHX IIlKOJI， UeHTp詰JIbHOe

OT.LteJIeHHe 06守be.LtHHeHHbIXopraH路3all，H品目

Kpy)!(KOB cpe.LtHeヴLJe6HblX3aBe.LteHH品， (TaM 

)!(e， CTp. 192-1担).
(i4=52) 例iえば，ベテノレプノレグ労働者階級解放闘争問問

の活動に関係していた元ベテルブノレグ第三ギム

ナジウム 'tアレクサンドノレ・イオブのところで，

??祭の後燃のさいに，キーエブでの第三ll!J玉三戸

シヤ街校生大会の夜、後報告選治、発見された。ま
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革命d守口ジヤにおける教育運動

た、ウーラのE31校生オブシ γニコブが{労{到1

1白川波」に関係していたことがそれぞれ教育省、

に報告されていた (TaMme， CTp. 64…65)。

(注53) イスタラーjは1900年12月に発行されたか，

1901年10月下旬のみ'1'14号で金高校生への呼びか

けが出され，高校生が学校の外や友人，家庭 ~C

f守る政治的社会的傾向を確信あるものに発燥さ

ぜるよう添えられた。 1900年 8月にパノレチック

地方の潟校生の問には「万閣の労働者間結せよ

! Jがかかげられた:宣伝ピラが読まれており，

1903iFIこはスタピ p ボリスキーギムナジウム第

七学年で「イスタラ」が読まれていた (TaMme， 

CTp. 64-67)。
(法54) TaM me， CTp. 67-68. 
L注55) TaM me. 

(注56) TaM me， CTp. 69. 
(法57) TaM me， CTp. 69-70. 
(注58) K. E. BeH，llpHKOB， Bopb6a ，lleMOKpaT削 eCKHX

opraHH3all，H註y耳all¥e品C5IMO且O，llei筑波 3arrpo“ 

rpeccHBHy!O llIKOJly B rrepHO，ll peBOJl!OlI，HH 

1905-1907 rr. mypH. C.f1.)， 1955，ぬ 8，CTp. 

67. 

(注59) レ…ニン， I中等司令校生徒諸君にあたえるJ.第

6巻， p.286. 

(注60) J1HcToBKa-oT可eT 詔Toporo C'be3，lla lQmHo・

pyCCKO註rpyrrrrbIy羽Il¥HXC5ICpe，llHHX llIKOJl， 

(H. A. KOHcTaHTHHoB， Ta泌総e，CTp. 194 

196.) 

(法61) TaM me. 

(注62) TaM me. 

第 2奪 第一次ロシヤ革命と高校生

運動の震関

Sl 1905年革命と労働運動，教育運動の

概況

1) 経済恐慌，帝国主義戦争.JJIlの日曜日

ときには18時間に延長された。

この恐慌を利用してロシヤのプノレジョアジーは生産の

築中，金融支配を強め，鉱山，冶金，機械製作その他主主

要工業部門で独占の支配を確立し，侵略戦争を準備L，

帝国主義段階へと進んだ。 1901年に 5∞人以上の企業で

働く労働者は全体 (240万人)の46.7%を占め， 1.000人

以上の企業(企業数では1.3%)の労働者は 30.9%'-a:2:i

めたの採炭の75%. 冶金の74%. 製鉄の83%，王手間の95

%は各々一つのシンジケートが占有した。ロシヤの帝国

主義は，ツアーリ専制と資族・地主的土地所有という経

済と政治における封建的(農奴創的〉遺物とからみあっ

ていたため労働者の抑圧は特に激しかった。 I~也人の寓

をつくり出すために一生渡あくせく働らいている幾千，

幾万の人が，飢餓と絶えまない栄養不良とのために死ん

でいき，ひどい労働条件や，こじきのような住宅環境や

休養の不足からおこる疾病によってE手死している。J地

主的隷属にタラーク的隷属が加わった農民の状態も悲惨

を極めた。1"改革(1861/9三の燦奴解放一一筆者〕後のま

る40年間は，このような非差是民化の一つづきの間断ない

過程であり，緩慢な，苦痛にみちた死滅の過税である。

農民はこじきのような生活水準に引き下げられた。彼ら

は家畜とともに住まい，ぼろをまとい，あかざを食って

糊口をしのいだ。農民は，逃げるさ怠さえあれば自分の

分与地から逃げだした。......農民は慢性的に意見えてい

て，ますます頻繁にめぐってくる凶作時には，幾万の人

間が飢えと疫病のために死んで、いった。J

このような労働者と農民の状態は，労働者のストライ

キと農民暴動な誘発したo 1901年にはベテノレフツレグ，モ

スクワ，ハリコブ，キーエブと立三婆都市でストライキが

頻発したが， 1902年にはさらに，ニジユ・ノボゴ戸ド，

オデッサ，サラトフ，ロストア・下、ンの地方都市へと拡

がり. 1903年夏には，溺部とウクライナの政治的ゼネス

トへと進んだ。

1900-1903年の世界経済恐慌は. i遅れたロシヤJで

とくに病的に顕われた。溶鉱炉の50%. 油井の45%は休

止し， 3千の企業が閉鎖され， 20万人の労働者が失業者

の群れに投げこまれた。職を得ても例えば織工の賃金は

(月額， 1901年)男子 6~8 ノレーブム女子 3~4 ノレー

ブリ， 日雇20カペイカであった。飢餓主主金が月30ノレーブ

ワといわれた状態の下で，この賃金は 4王子前の年少労働

者(12-15議)の賃金9ノレープリ 69カベイカにも及ばず，

4年前の読み議きのできない労働者の王子均賃金19. 95ノレ

ーブリの三分のーにすぎなかっTJ;他方で，釧年の法 失業のために家(掛わへ帰った数千もの労働者もそ

lItで労働時間が11時間半に制限されたにもかかわらず， ーに見たものは都市の生活と同じか，あるいはもっと怒

実際は大多数の食業は12~14日寺間，石油産業では 15時間， いものであった。農民暴動は. 1， 900年の 48件から1902

表 2-1 第一次ロ・ンヤ苓命前夜の

ストライキ件数と参加者8)

』

ム← 4牛 数 央p カ日 者 数

1900 125 29，389 

1901 154 32，218 

1902 123 36，671 

1903 550 83，832 

19日4 68 24，904 

zvd' l
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1，1"-には 340約二へと激増した。

ツアーリ政府は，このような労働者会，農民運動の激発

にたいして，一方では，ますます頻繁に鞭，銃弾，監獄，

流汗IJ.労働者の中への秘絶t政治警察の幣入と， 他方ーで

は. t=l FEI主義者ゐへの微笑を投げかけたっ 1904"rにはブノレ

ジョアジーやゼムストヴォが，大会や安会を{援すことが

できるようになり，いわゆる[自由主義の若手 iが始まっ

たJ 自由主義者《たちがツアーリの[お許し jの下で開い

たゼムストヴォ活動者大会 U904{f.11月 6 9日j で，

第 1't季初.4)でみた教育にかんする決議がむわれたので
10) 

ある O

社会にたいしてとられたツアーリの二而政策は，高校

生にたいしてもねわれた。すなわち，一方ではf学校のき

まりと処罰の強化および，生徒の「知的綴向jの秘常識

交の指令であり，他方では教脊大1~1:の承認のドでのj潜演

会の間緩や雑誌の発行許可であっ定。

労働者.t里氏を猪IfEし，自由主義ブノレジョアジーを味

方につけるというツアーリの二両政策は，日鋭戦さやとい

う，中国，朝鮮での利権獲得と間氏の不備を外i敬にそら

すための一石二鳥の隣によって成功するかに見えた。た

しかに，すべての政党のうち戦争における自国政府の敗

北のスローガンを鮮明にかかげて行動したのは，社会民

主労働党(ボ)のみeであったし. 1904'ifのストライ今は

前年とくらべて激減した。だ~，戦争による経済の一関

の混乱，物価井議員ーによる実質主主金の低下，戦争で働き予

言ど:奪われることへの農民の不満は， 日露戦争の敗北とあ

L 、まってツアーリの思惑をよそに革命的危機を隙〈成させ

た。

秘核政治饗察の指示で労働者の中に入っていた{削れガ

ポンは，この危機を阻止するために，ストライキを始め

つつあったベテノレフツレグのブチロフ工場の労働者を中心

に，欲i織的なツ 7ーワへの諒綴行動を捻HAした。社会民

主労働党ベテノレブノレグ委員会はピラを出し，これに反対

した 「自性11土I仮をもって鱗われる。自由は手に武号告を

とって，激しい戦僚の中でかちとられる。ツアーリへの

請願ではなく，ツアーりへの要求でさえもなく，われわ

れの仇敵に身を屈することではなく，ツアー 1)を帝位か

ら向iき落すことだー...労働者の解放はただ労働者隊身の

仕事であり，坊主からも，ツアーワからも，諮震は自由

を得られない! 戦争反対! 専制需IJ度打倒IJ! 人民

の武装蜂起万二n 革命万才!J 

社会民主労働党の方針が正しかったことは1905年 l月

ヲ日，ツアーリ自身が説明したc 裂像やツアーリの肖像

をかかげた婦女子を含む14万人の労働者の午前1な請願行

動にたいしてツアーリはー斧射撃とサーベノレをもって答

えたo 1.000人以上が殺され， 5.000人が負傷しすこ。この

13. 1血の臼際日Jにツアーリが射殺したのは， ツア

リに7たこ品L

とツ 7一ザをへだてている!J 1自E白hか死カか冶!J 1戦4争F 
j反£文対、，]! J I存1詰制jl近Ij釧}皮支打倒!Jのi叫1I川l月1.びがi念ミロシヤiにここだま

しfたこU 一月だけでも44万の労働表，すなわち，すぐる10

年間よりも多L、労働者がストライキに参加し，革命の嵐

は一年中吹き荒れたσ [プロレタリアートのや命的救済

は，平凡な，日常の，打ちのめされた生活の幾月幾年に

よってもなしとげえないほどの前進を. ~'~l のうちにな

しと[子7こ。j

2') 叢命の開始と大学生，高校生，教師の運動

ベテノレブノレターではもちろんのこと，モスクワでも忽 i

HlO釘には125の企業で労働者のストライキが行われたc

労働者は， 自分たちの経済要求である r81時間労働J

;主主金引}二げ; 日11金の廃止J とともに[片手制制度打仔11

! Jの政治安止とを務機にかかげはじめた。ロ、ンヤ社会民

;主労働党へテノレブノレグ委員会，その他ほとんどの委員会

が提起したスローガンは，専制打倒をt{，')げるとともに，

つぎのような内携をふくむものて、あったο18純一間労働，

資本家の負初による同家保障，無料健康保険，賃金引上

(f， J耳金の'Jt全な!だ11:.集会，言論，結社，出j絞，スト

ライエ干の自由， i長法制定会議万才!氏主共和問万才!社

会主義万才!j 

リガでは 1Jj13れからストライキが始まり，繁一察との

衝突で70人が殺され. 200人が負傷した。 1月11日，ワ

ノレシャワ鉄道労働者のストは14日以降全市の労働者のス

トへと弘がったc ここでは60人が殺され. 70人以 iニ負傷

したっ労働運動は 2~3 月へと引つづき高揚し， トムス

ク，チブリス，ポーランドと拡がり 3月までに81万人が

ストに参加した 5月 1flのメーデーには. 1湾籍Il1ljlJ!主

打倒jのスローガγの下に 200の都市で20Tj以上が参加

して行われ，幸子地で軍隊による武力弾圧にみまわれた。

労働者の全国的巡動は，一憶の農民の心をゆり動かし，

浮くも 2月に，オリョーノレ，ボ口ネジ， クーノレスタなと

の燥で農民騒動が始まった。ボノレガ流域，沿ノミノレチック

池ガ，外コーカサス，ポーランドの運動はとくに激しか

った。

lfilの目減日事件とひきつづく労働遂動の高揚に，学生

たちは敏感に反応した令全国の大学では直ちに，討論会

抗議集会，デモ，援業放棄，ストライキが行われた。モ

スクワ大学では，関学 150年記念の祝辞の代りに，大ザ:

の縫に riJjitljjj的立すJ仔I! Jのスローガンがj'.tbfずられたの

ペテノレブノレグはもちろん， トムスク大学でも，ハリコブ
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大学でも学生運動は高まり，速くワノレシャワ大学でも一

月にすでに当局は大学を休校にしてしまうほどであっ

た。大学生は，専制打倒とともに独自的には， 1884年の

反動的大学法の廃止による大学の自治，集会，言論，結

社の自由主ど要求しtc.o ストライキは春から紋へと長期化

し，1905年にはほとんど正常な授業は行われなかった。

高校生の運動については次節以下で詳述するが，ベテ

ノレブノレグでは，蜂lの臼H裂日の i刃9日と翌108，二つの

ギムナジウムが直ちに授業放楽で抗議し，殺害された労

働者の遺族のための募差是活動を行った。 1711には，サラ

トブの技術学校， ~; 5 ~た科中学，第 15母子ギムナジウム

が援業放楽に入った。 20尽には，カザン，イノレターツク，

ワノレシャワ，ベト口コブ~ーノレスク，モスクワその他

で高校生が「専制御j皮打倒U! Jの政治的要求をかかげだ

したことが犬々の学区から教育省宛の秘密従事長で報告さ

れた。 1月26日付のカザン学区主任からの秘密電報は，

「騒援は未熟な青年たちを完全にとらえており，周囲の

社会は混沌たる状態、にあって，中等学校の生徒たちの心

にはアジ演説の他は全くがiもなし、Jと伝えている。この

ような秘泌電線は1， 2月だけでも全国各地から数百に

及び，教育省にrあるその級じ込みは数分i舟にわたった。

女子高校生たちも各地でデモに参加した。高校生:の運動

はまた，労動者の迷動と結びついた。 2月10日付の内

務大阪夕、ラゾブから教育大臣へあてた報告議はその冒頭

に「あらゆる工業中心地で起っている労働運動とそれ

に伴う騒援が，残念ながら中等学校へも景品饗せずにはお

かなかったj と述べている。 2月には，教育南省は完全に

お手上げの状態になり，その支任を内務省になすりつけ

るのにやっきとなるのみであった。内務省の指示で警察

は 2月12日のクーノレスクにおける，ステスセノレ将軍滋

過にたいするお校生の大規模なデモで多数を殺議した

が，この事件後， ]設に各地からの径幸設はあらゆる学校で

生徒を糾lえつけることができなくなったことを示してい

るυ

4月から:社会民主労働党の指導により，モスクワでロ

シヤではじめて労働組合が，まさに革命の時期に主とし

て職業別に組織されていった。モスクワでは秋までに26

総合，年末には50以上になったし，ベテノレブノレク¥ハリコ

ブ，-"'-カテワノスラブ，ニジニ・ノボゴF ド他で組織さ

れた。各々の県全体の労働組合を指導する労働組合中失

事務局が設霊まされ， ラ月末に第一閉会戸、ンヤ労働組合会

議が関かれた。産業労働者の他に，医部，技術者，幾業

技師，弁護士など知識人の綴種でも総合が結成された。

このようなやで 4月11日，ベテノレブツレグで，全ロシヤ

教員総令 CBcepocc滋読むKHflY四 TeJIbCK羽註 COI03=BYC)

の第一i笈!大会がもたれることとなった。社会民主労働党

カザン委員会は三月の呼びかけで，教官iliが労働者や幾民

と手をとって苓命闘争を成功させるためにも，また教Mi

の労働条件や教育条件，教育の自由主f獲得するために

も，政治，経済，教育の分野の嬰求を統一して実現する

ための広い組織としての「教員労働組合(f1poやeCCMf

HaJIbHbl註COlO3Y可IlTeJIe詰)Jの創設を呼びかけていた G

しかし，この活動は，ツアーリの弾圧のみ、ならず，す

でに1904年末に教員の機能団体として「職業政治連蹴

Cf1poφeCCIlOHaJIbHO-rrOJIIlTIl可eCKIl詰 COI03)Jの結成合

呼びかけていた自由主義者や社会萩命党の活動と衝突し

た。

第一国大会には，総計 152名の代議員が参加した(小

学校教師代表71名，中等学校教師代表52名，国民教予言活

動家29名)。その構成が，実数では圧倒的に多くより人

民に空白着していた小学校教師の代表数が不当に低いのを

みても明らかなように，大会の主催者は，中等学校ユ教郊

により支持を受けていた自由三主義者と社会革命党派であ

った。彼らは代議員の選挙をせずに代表と称して自分た

ちの支持者を送った。社会民主労働党派教師の努力で選

挙の行われたところでは社会民主労働党派が多数を占め

たが，代議員全体の中では26名にすぎなかっtc.o 大会で

の討議室における蒸本的対立は，組合の性格と綱領をめぐ

ってであり，教育改革と政治改革とを別物と考える(自

か"aかであったが，さきの構成からいってお

治主義者の主張が多数を占め，中央審記局は中等学校教

締に支持された自由主義者が独占した。しかし，社会民

主労働党派の努力で次の創立大会参加には自由主義の政

織の承認、を参加条件とはしないことが磯認されたο

BYC第2回大会， すなわち創立大会は 6 月 7~10

日，フィンランドで行われた。この期間の社会民主労働

党派教師の努)J(ベテノレブノレグの代議員選挙では全員獲

得)によって織成は者二子変化した。自由主義者と

命党派は，第一回大会での約束を絞ってふたたび「職業

政治迷駿Jの政綱を大会におしつけ(賛成110，反対40，

保留 9). BYCを分裂させようとした。社会民主労働党

派代議員32名は，プノレジョア的政綱のおしつけを拒否す

るとともに完全な分裂を紡ぐために第一回大会の統一の

決議を守るとの声明を発表して退場した。第二回大会

後，社会民主労働党派教郎は，各地で「教員社会民主主

義問盟 (COUHaJl吠eMOKpaTllQeCKll註COlO3Y可llTeJle員)J

を総織し，革命運動への参加と学校の現実的諮問題及び

教師の労働条件の改善にとりくみながら支持者を広め，

BYCの改善の努力をすすめた。

BYC ~土，その基本的性格において以上のような弱点
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をもちながらも，具体的教育要求においては，社会民主

労働党綱領教育条項をど反映し，教科議，給食の然僕，単

一学校制度，全ての学校での母諮による教育，あらゆる

差別の撤廃要求などの点、で，半年前にゼムストヴォ大会

で、採択した決議からは大きな前遂なみた。

3) 革命の性格をめぐる「二つの党」と10・12月の武

装蜂起

1905年の革命全体，なかでも学生運動に，とくに大き

な影警撃を与えていたのは社会民主労働党であったが，す

でに汐03年の第2問党大会で党員資絡にかんする規約を
メソシェヴイキ

めぐって少数派 (MeHIueBHK) とレーェ γ の率いる
ポリジエウイキ

多数派 (BOJIbilleBHK) とに分裂していた。革命の性

格規定と戦術を決めるための第3回党大会は，ボワシ広

ヴィキがロンドンで， メンシェヴィキがジュネープで各

々別個に開くこととなり，各々の決議も全く途ったもの

となり事実上「二二つの党jが存夜ずることとなった。

ポリシェヴィキの方針によると，帝国主義段階におけ

る初めての本命としてのロシヤ革命は，間欧のブノレジョ

ア革命と異って，プロレタリアートが主要な推進力，指

導者として進出した状況下における革命で，革命はその

性格から見ればブノレジョア民主主義実革命であったが，革

命におけるプロレタリアートの指導的役割，専制制度と

の闘争力法(ストライキと武装蜂起)からすればプロレ

タリア革命であり，同時に卒命はその主要な任務が地主

的土地所有の清算であったかぎりにおいて農民革命であ

った。また， ロシヤにおける差是奴舗の透物と資本主義の

比較的高度の発達は二重の矛盾をもたらし，連続(永

久)革命を必然、とする。生産力の発展と学農奴制的生長室

関係の矛盾はブノレジョア民主主義革命の前提条件をつく

りだし，生産力の増大と資本主義的生産関係の間の矛盾

はプノレジョア民主主義革命の社会主義革命への進転に必

愛な客観的条件をつくり出している，とした。

「民主主義のための首尾一賞した鶴二とになれるのは，

プP レタザアートだけである。プロレタリアートが民主

主義のための勝利の闘士になりうるのは，農民大衆がプ

口レタザアートの:卒命闘争に合流するばあいだけであ

る。Jrプロレタリアートは，実力で専制!の抵抗をおしつ

ぶし，ブルジョアジーの動揺伎を麻簿させるために，茂

氏大衆を味方にひきつけて民主主義的変革を最後まで遂

行しなければならない。プ戸レタワアートは，実力でブ

ノレジョアジーの抵抗を打破し，農民と小プノレジョアジー

の動揺性を麻痔させるために，半プロレタリア分子の大

衆を味方に引きつけて社会主義的変革をやりとけーなけれ

ばならない。J(傍点は原文)

革命の現段階は，ツアーリと地支に反対し，民主主義

共和国をめざす全人民の民主主義革命が前回に出ている

のであり，社会民主労働党の発僚と関連したロシヤにお

ける大衆的労働運動の発展における三つの移行，すなわ

ち，狭い宣伝家サークノレから，大衆のなかでの広範な経

済的煽動への第一の移行と大競模な政治的煽動と公然た

る街頭デモンストレーションへの第二の移行，そして，

ほんとうの内乱へ，直接の革命闘争へ，人民の武装蜂起

への第三の移行，のうち， 1905年の春から秋への時期は

第三への移行期であるとした。

メンシェヴィキは， これにたいして， ロシヤの本命

は，従来の問欧のブノレジョア革命と同様に， ブツレジョア

ジーの指導のもとに行われ，勝利した場合は，ブルジョ

アジーの支配をもたらすべきものとした。したがって革

命におけるプロレタリアートの独自の任務を否定し，プ

同レタリアートはプノレジョアジーを支持し，大衆の過激

な革命的行動によっでフツレジョアジーが革命から遠ざか

るようにしてはならず，プロレタリアートの革命におけ

る指導的役割に反対し，幾民の革命における役割を否定

したο

その後の事態(10，12月の全国的武装蜂起とlヲ17年の

二つの革命の連続的勝利)は「二つの党」の方針に実践

的かつ明確な判定を下した。大会後の大衆運動は 4~6

月48万人， 7~9 月 2ヲ万人と 10月蜂起まではlYl の参加

者を越えることはなかったが，次第に政治ストライキが

機大してきた。 5月から72日間つづいたイワノボ・ボズ

ネセンスクのストライキでは，はじめて「労働者代議員

ソビエト」が生れ運動を指導することとなり，この経験

は秋の関争で全国へ拡がり ，1905年中に77(10月迄に 6，

10月一22，11月一29，12月一18)のソヒ、エトがつくられ
2氾)

t::.o農民騒動は泰から愛;の全部の20%から，秋にかけて

50%以上をまきこんだ。この労働者と農民の漆動は陸海

箪にも影響を与えはじめ 6月の戦艦ポチョムキンの級

苦し後，兵士と水兵の闘争は全国50数カ所にわたった。

このような事態にたいしてツアーリは，一方では「全

国の半分以上におよぶ戒厳状態の布告と絞首台の増設j

と，ft!!.方では「自由主義者おあての誘惑的な演説と改革

にかんする燦偽の約束」を，革命運動のj首長に!広じて行

った。 I両手jで革命を弾圧できるように急いで日本と

の不利な講和を結ぶ一方， 8 Jjには「フツレィギン議会J

の勅令(その内容は， 人口 150万人のペテノレアソレグの有

権者はヲ，500人で労働者には選挙権なし)を出し 8月

27日には1884年の法令を存続させたままで大学高等にか

んする臨時規則を出して，学長，副学長，学部長，教授

の任命権を教育大臣から大学会議に移譲し多学生に学内
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での集会の自由を与えた。これにたいしフ‘ノレジョアジー

と知識人の一部は微笑したが，労働者，農民，兵士，学

生はこの欺騎性を5!抜き， 10月の全額ゼネストへとすす

んでいった。

10月ゼネ・ストは 6日夜のモスクワ・カザン鉄道の

ストライキに始まり 8自には Pシヤの金鉄道が合流

し， 11日以後全国的ゼネ・ストになった。電信，郵便も

杜絶し，新潟も休刊した。フィンランド，ポーランド，

ウタライナでは民族運動が烈しさを加えた。大学は学生，

生徒と労働者，市民の討論，集会の場となった。 10月11

札ベテノレプノレグ大学は25，000人の大学生，高校生とさ

まざまな職業の労働者による集会であふれた。モスクワ

大学では一年中，系統的講義は行われなかった。当局に

よって閉鎖されていた大学は学生と労働者の手で開校さ

れ，大衆集会の場となった。教育大関グラゾプは8月の

臨時燦則での集会の自由の「約束jも忘れて， 10月15日

にはベテノレプノレグ大学を閉鎖し， 22日にはモスクワ大学

に慾兵隊を招き入れて閉鎖した。 I政府は，部分的な

『自治ふもしくはみせかけの自治を大学にさずけた。

数援務教は自治をもらった。学生は集会の権利をもらっ

た。......政治的言者矛盾をにぶらせ，強盗と略奪されたも

のとを f和解』させるために行われた貧弱な譲歩，ほん

のわずかな改良は，実際には闘争の驚くべき尖鋭化と闘

争参加者の構成の鉱大を呼びおこした。学生の集会に労

働者がおしかけた。こうして，革命的な人民集会がもた

れはじめ，そこでは自由のための鱒争における先進的な

階級一一プロレタリアートーーが優勢を占めた。政府は

おこりだした。教援として自治をもらった r堅実』な自

由主義者たちは，もがきはじめ，革命的な学生から去っ

て警察約な革鞭の政府へはしったσ 自由主義者たちは，

自由を災切るために，闘争の拡大と激化から学生を引き

とめるために……彼ら一一一この気どり屋どもは，労働者

が学生のところへfjくのを禁止した。だが，彼らは学生

を革命的労働者のところへ押しゃったにすぎなし、。…...

大学を閉鎖すれば，市街戦をひらくことになる。そこで

わが鞭の騎士たちは機ぎしりしてもがし、ている。すなわ

ち，彼らはそスグワ大学を再開する。j

9月初日にカザン学l互主佼から教育大組に報告された

アストラハン社会民主主義生徒組織の呼びかけはつぎの

ように述べている。 i友人のみなさん! 口シヤプロレ

タザアートの英雄的な闘争はますます紘がっている。そ

の闘いは全世界の法問をあび，ロシヤ人民の完全な解放

にたいするおさえがたい渇望において社会のあらゆる階

層から支持され，農民をめざめさ佼，兵:たをわきたたせ

ている。プ戸レタザアートは運動の中心部となったむ…

日プロレタリアート1'1，専務j秘度の最後の遺物からロシ

ヤを解放するであろう。今やこの闘争における決定的瞬

間がやってきている。武装蜂起は実際に行われ，モスク

ワとベテノレプノレグの都市プ口レタリアートは，ふたたび

赤旗の下に結集し，ふたたびパザケードで闘ってし、る。

友人のみなさん! この英雄的闘争の無言の見物

人でいることはわれわれにはできなし、自由のために戦

士の血が流されているときに，政府と決定的な格闘が行

われているときに黙って机に向っているのは犯罪であ

る。われわれは一人の人間として，授業を棄て闘う人民

に自分の戸を合流させねばならない。…日目もっとも殺し

い友人のみなさん，みんなは一人のために，一人はみん

なのために! 生徒の全般的ストライキ万歳! ロシヤ

社会民主労働党の旗の Fにある英雄的ロシヤプP レタリ

アート万歳!J 

かつて潟校生の政治劉争への参加安否定した高校生北

部向盟も10月には声明をだして労働者ソピz トを支持

し，高校生が組織的に闘争へ参加するよう呼びかけ，高

校生南部ロシヤ聞もストライキを呼びかけた。高校生運

動は，カザン， ノボゴロド， クーノレスク，プスコア，ヤ

ロスラフ， ミンスク，オデッサ，ニコライニじブ，エカテ

ザノスラフなど全国的に拡がった。ツアーリ政府の統計

でも全人民のストライキ参加数は 10-12月には 127万人

に達し， うち全く政治的ストライキだけで 100万を数え

この一年間には270万以上に速した。

ツアーリは，憲法を与えることで自由主義者を闘争か

ら引きはなそうとして， 10fl17Sいわゆる 110月宣言j

を発表した。それは思想，言論，集会，結社の自由，立

法1奮を持つ議会の関設，投票権の拡大などを約束したも

のであり，笈言の発布を前後とて結成されたブノレジョア

自由主義政党，立憲民主党(Ka.l1.昔前はもちろん，メ γ

シェヴイキまでもがこれを歓迎した。自由主義者と社会

革命党派に独占された，教員組合BYCの議記局は， 10， 

12月の全国的蜂起にさいしてもついに参加の指示，u乎び

かけを行わなかった。社会民主労働党派の教師で結成

された教員社会民主主義実同盟は，この間，教富市のスト参

加を訴え，農村では農民運動を援助し，次第に影響力な

増大していった。 10月14日にはベテノレブノレグで同盟の指

導の下に1，000人以上の教師が参加して教員集会がもた

れ 6人の反対のみでストライキが決定され，翌iラ白か

ら直ちに行われた。モスクワでは教員ストライキ委員会

が結成されて12月の武装蜂起には，労働者，学生，生徒

とともに武器をもってパリケードに立った。

次にわれわれは，主題である高校生運動そのものの要

求，量号争，学習，組織などの諸活動の分析を?子いたい。
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~2 高校生運動における要求の発展と主体

の水準

4) 婆求の発態構造と資料分類

さきにわれわれは，第 1j:雲 ~2 で高校生の不満につい

て指摘したが，それを高校生の要求として把鰹すること

と要求の発展構造について略述しずの、と思、う。というの

は，不満の手子在はそれだけでは，直接，運動へは結びつ

かないc すなわち，物質的諸関係の反映としての現存実

体と他の実体:との比較t 浴室をによっておこる入荷の欲望

としての不満を，物質的人間的議関係においてその原因

宏明らかにし，その諸関係を変革することによって不満

を解決しようとする入閣の認、識の物質的人倒的諮関係に

おける発援としての要求を媒介にして，はじめて不満が

運動へと結びつくのである。

ところで，不満を解決するための物質的(人間的〕諮

関係の認識は，当然のことながら解決な妨げている務関

係の認識，すなわち彼我の務関係の認識一一彼の務関係、

と我の務関係および彼と我の務関係の認識が必要とされ

る。この彼我の言者関係、は，不満の解決の認識が特殊的，

一時的か，一般的，永続的かによって，特殊的諮関係と

階級的諮関係が存在するc 言iT:'i警の特殊的諸関係はそれを

さらに個別的か全国的かによって側別的諮関係と全国的

議関係に分かれる。これらの，特殊的諮問係の繍別的諮

関係と全国的諮関係，および階級的諮関係の三三つは相互E

に不満の解決=要求の実現に密接にかかわっており，認

識が個別的諸関係にのみとどまる場合は要求の実現は，

f間別的，一時的なものとしてすんじなければならない。

婆求の質(認識〉が高まり，その実現を全部的，永続的

なものにしようとするならば，全国的諮関係および階級

的諮関係の認識を不可避とする。例をとげよう。すでに

みた高校生の不満に「学習の過重負担jがあった。この

不満が個別的議関係の認識，すなわち，生徒と担当の教

的，或は玉三校生徒と教師集団の関係における認識にとど

まっているなら，その要求と実現は俄別的であると同時

に一時的なものであるc というのは，教師又は教倒集団

が学習を軽減させたとしても，学習の過重負担の際間が

過激な大学入試にあるとすれば一学級，一学校の解決は

間もなく再びー!替の過重負担におきかえられるであろ

う。そうしないためには大学定員の拡大，ないしは希望

者全員入学制の実現が必要であり，これは特殊，教育分

野の全倒的言者関係の改善によって可能と忠われるが，し

かし，大学定員は単なる教育的諮関係によって規定され

ているのではなく，専制制度維持のための人材養成とそ

の過程での競争による差別，分裂，それに伴う官僚統総

とのかかわりにおいてもたらされているものであり，そ

れへの言語、識と変革なくしては全商的永続的に実現されえ

ないであろう。

以上のような諮関係にかかわる要求について，ここで

は，特殊的諮関係にかかわるものを「教育要求Jとし，

そのうち，個別的諮関係(さし当り，高校生の基礎集団

としての学校と運動の第一次的広がりとしての地域)に

かかわるものを「飼別的教育要求J，全国的諮関係にか

かわるものを「全関的数字干要求jとし，階級的諮関係，に

かかわるものを「政治要求jとする。われわれは，悩別

的教育袈求とともに全倒的教育華客求をもつこと，さらに

政治嬰求への認識が進み広がることを重要求の発展とい

う。この婆求の発展を鋭、介するものは，科学的「見通

しj と自覚的「競律Jであ言。見通しと規制，要求の

発展にともなって深化するということにおいて弁証法的

関係にあるだけでなく，見通しと規律の一方の深化が他

方の深化をもたらすということにおいても相互に弁証法

的関係にある。 1905年における教育要求の見通しと鋭律

は，現実の教育の身分性， 不就学，官僚統制， 非合型手4

性，民族その飽の室長別への認識にもとづく，近代教育の

諸原則の提起とその笑現のための生徒，教師，父母の統

ーであり，政治要求の見通しと;規律は，ツアーワ専政制

度の打倒と全人民の参加する議会と吉宗法による民主共和

問の実現であり，そのためにプロレタザアートを中核と

して農民その他中間憾の結集を図ることによってもたら

されるものであった。

なお，教育婆求の内在的構造にかんしては，すで、にわ

れわれが，教育と生産的労働の給合についての考察から

提起した構造分析の視点を用いたい。すなわち，生産的

労働の成果と教1苓の結合としての教育機会と教育統制，

生産的労働そのもの教育との結合としての教授(=学溜

過程、)と議11'1年(=創造過税)の相主補完的構造として犯

援することである。

と之ろで，われわれは1905年の高校生の要求にかんす

る16の資料を得た。まず，この資料を出された時期(月J

によってさきに述べた要求の発展の法貝IJ性念実証しよう

と試みた。それは，革命の中心となった労働考の運動

が， 1 ~3 月はほとんどが特殊的経済要求のみか，経済

婆求に付随して政治要求が提起されていたのに，菱から

秋へかけては，圧倒的に政治要求によるストライキに発

展したことを高校生の運動も反映いたであろうと考えた

からにほかならない。だが，総体としての結果はほんの

わずかながら高校生運動にもその傾向がみられるという

程度にすぎず，その傾向以上ぶ，春の段階ですでに三つ

の要求の統一的犯援を示す資料や，秋の段階で教育要求
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革命前戸シヤにおける教育運動

aも
ちはつぎのような婆求をかかげ

;?TT;;13pr 第一次口シヤ革命期のヨ一口 yパ・ロ

て革命遂動に参加した。 1①自

分たちにとって必要なことを討

議するためにギムナジウムでの

集会の自治を与えよ。 @I湾志裁

判の設立と相互扶助の向主主寄金

籍を許可せよ，①午後7待以降

ベデルプルア シヤにおける高校生運動の主要都市

-KYF!?Pf 
-ht1 

のみにとどまっているという資料が，相対的に多いこと

の方が顕著であり，資料をまず労働運動の直接的反映と

して1905年の二つの高揚期によってロシヤの高校生運動

を総体として第一次的に分析することでは発展の特徴，

条件を把握しえないことが明らかとなっf.::..o 次にこの資

料を地域ごとに資料数で、分類した。その結果は三つに分

かれ，第一は，一つ，二つづっの資料しかないさまざま

な地域，第二は，五つの資料があるベテノレプノレグ地域，

第三11，七つの資料があるカザン地域である。この三つ

の地域ごとに，番Eと駄の時期による要求の発展をみると

つぎのような明らかな特徴がみられた。すなわち，第一

地域は，若手には個別的教育要求のみであり，秋になって

全国的教育要求と，部分的には明磁な政治要求の提起に

達するところであり，第二地域は，泰に個別的，全国的

教育要求がみられ，秋になって政治姿求が提起される，

第三地域では，春の段階ですでに， j関別的，全国的教育

要求と明者震な政治要求が結合して提起されていた地域で

ある。次にその具体的内容をみよう。

5) 1905年における高校生の要求の分緩

第一の地域;

中央アジアのサマノレカンド男子ギムナジウムの生徒た

の外出禁止の廃止，生徒の部屋

へのさ当局者の定期的訪問を止め

官什 ること。①教会へ行くの制犠

務的なものにすること o ③学校

での時間以外の制服の廃止。@

喫煙したことで、迫害しないこ

と。①図議綴と劇場へ行くのを

自由にせよ，問様にサマノレカン

ドの近郊へは当局の許可なしで

自由に行けるようにせよ。@生

徒の行為の審議とそれにたいす

る処罰の決定には，友人代二友の

参加を許してほしい。j これら

の婆求は，当I待のギムナジウム

の官僚主義的，教機的，非民主

的状態にたいする鋭い批判を示

しているとともに，他方では，高校生の要求が個別的教

育要求にのみとどまっていること，したがって，要求の

現実を妨げている「彼jの認識は「当局者」にとどま

り， 1我jの認識は，下関志裁判jや「向志寄金箱J，1友

人代表の参加」などにみられるように，校内の「友人，

i可志jにとどまっていることを示している。

第一の地域における10，12月蜂起にさいしての婆求の

特徴のそのーは，自 Pシヤのゴメリスキー・ギムナジウ

ムストライキ委員会が12月5日にだしたアピーノレにあら

われているものである。モスクワの労働者ソビエトがゼ

ネストを決定し全国に呼びかけた翌日のアピーノレだけ

に，ストライキ委員会を組織して高校生の潟争参加を呼

びかけており，会倒的教育要求と政治要求の総合がみら

れる。だが，関争によって獲得される要求，とくに政治

要求はまだ科学的見通しにもとづいたものとはなってい

ない。教育の現実については， 1すでに中等学校は泥混

と化し，そこでは，当局者はスパイ行為と人問機いを一

生娘命育てている。彼らは現存の習11育と教授のシステム

によってわれわれからあらゆる生きた思考と，友達や金

濁民のための有益な活動をしたいという誠実な努力とを

放機してしまったJと指摘している。そして，1われわれ

のやからこのような人間をつくろうとすることを，みな
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さんは許さないでしょう。われわれの学校を，人民のさド

ぜと真理のための誠実で力強い騎士に自らを育てる，自

由な科学の花咲く殿堂にしようJと訴えている。また，

「自由への熱烈な願望がロシヤ市民の中に満ちているJ

との見通しのもとに翻争への参加を呼びかけ，それとと

もに「みんなは一人のために，一人はみんなのためにJ

という規律を生みだし， さらに， r中等学校生徒口シヤ

連合 (BcepOCCIf詰CKll誼 Co幻 3Y可邑Ill，llXC5I B Cpe.llHe員

lllKOJIe)への金生徒の結集Jを呼びかけ， r自由な自治

学校万歳! 観争万歳!Jをスローガンとしてかかげて

L 、る。

その二は， ボ口ネジ社会民主主義生徒団の呼びかけ

(11月22日付)にみられるもので，そのスローヵーン「民

主三共和国万歳! 自由な学校万歳!Jにあらわれている

ように，全国的教育ー要求と明確な政治要求の結合に到達

しているものである。さらに，その三三の特徴は，全国的

教育婆求に民族教育の姿求を内実化させていたものでる

り，当時ツアーリの支薄日下にあったポーヲンドのベトラ

ブス・ギムナジウム生徒の，父母と社会への呼びかけに

みられるものである。呼びかけはいう。 r学校は民族的

でなければならない。すなわち，教援と管浬用言語はポー

ランド諮でなければならないし，先生はポーランド帝国

の市民でなければならない。ポーランド言語とポーランド

の歴史は，全てのものにとって必修科目であるべきです。

警察秘度とそれに関係、した専門学校は板絶ずべきです。

一人の生徒をも政治的理由によって除籍することはでき

ない。学校にたいする社会の統制jを保障する法律が必要

です。学校へは全ての児童が，宗教や門地の差別なしに

入学させられねばならないし，もっとも広範な人民大衆

が学校を利用できるように授業料を引下げなければなら

ないJとo 特徴のその阻は， 10-12月には各地でさまざ

まな中等専門学校生徒が繍争に参加したことであり，そ

れにともなって個別的教育要求ではあるがギムナジウム

や実科学校にみられない特殊な要求が提起されたことで

ある。すなわち，チエレポベッツ技術学校では，科学の

授業の改替と寄宿舎の食事の改善，食事と衣瓶の無料支

給の要求。パイラムチェスク師範学校では，自然科学の

教科をふやすこと，経告等学，法学，差是学を加えることを要

求した。プノレカノレスク淡業学校の生徒は，農業関係、プロ

グラムの鉱1eと設備条件の改善，教ffrliは農産物の若mitを
やめること， ~ヨ番館の充実とそこにゴーリキーやシ且ブ

チエンコなど民主的作家の本を入れることを望書求した。

第二の地域;

すなわち，ベテノレブノレグで、はすでにゆ05年以前から綴

織されていた(前述)高校生北部同騒が i月3113に金高

校生へ呼びかけをだしたが，そこにはかつて，高校生南

部 Pシヤ尽を政治支議として批判した態度の残務がし、ま

だにみられる。とはL、え，すでにこの一月段階で側別的

教育要求と金額的教育要求の結合がみられたし，さらに

ツ Tーリのおひざ下のベテノレプツレグでポーランドの民族

教育の要求を支持していたことは特記されよう。 r中等

学校の根本的改革は，社会の代表者の i直接的参加の下

で，社会の希望と一致したものであること。教職員会議

への父母の参加。 古典諾(ギリシヤ議とラテン誇〉の義

務的教授を廃止し，それに代る普通教育科自の増加。男

女ギムナジウムプログラムの中核を普通教育科白とす

る。実科学校生にもギムナジウムと同様，大さ学詳入学の王f子A 

等な1椋f吉;

!廃発。生徒の宗教的義務の遂行にたいする校外での監替，

取締りを止めること。サラトフ，ポーランドにおける教

育の民族と門地によるま長別機廃運動の支持。J

10Jlに， ::¥ヒiffj向殴は高校生への新しい呼びかけを出し

たが，ここでははっきりと「ツアーリ打倒! 民主共和

国万歳!Jの明確な政治姿求をかかげていたし，さらに

ツアーリの約束=，譲歩の欺繍性をも見抜き，労働者ソピ

且トと行動を共にしておりすでに自由主義ブノレジョアジ

コ=立覧表民主党はむろんのこと社会革命党やメンシェピ

イキのJV也をものりこえていたことを示している。 r学
び舎にもどっても，われわれはツアーリズムとのさらに

重大な闘争が切迫していることを忘れてはいない。われ

われは，蜂起した人民を織まそうと苦しんでトいるツアー

リ政府の二枚舌の約束を信じなし、。われわれは，われわ

れがストライキにさいして提起したスローガン一一ツア

ーリズム打倒! 氏支共和国万歳!をしっかりと覚えて

いる。 w人類愛に満ちた』中等学校の生徒たちも同じ決

意:を表現している。かれらは当局への好意で授業を始め

たのではなく， [f労働者a代表ソビエト』がゼネスト中11'.

を主主湿したからである。j また， ベテノレブノレグ近郊のツ

アーリの御料地ツアーノレスコ・セーロ (現プーシキン

市)の中学生たちはいう。 r労働者代表ソビ、エトの下に

全ての革命的プロレタリアートが，政治的ゼネストの笈

言を行なった今，われわれ人民の予も人民と連侍して政

治ストを主主ぎしょう。Jこの二つの呼びかけだけからも，

われわれは要求の発展が科学的見通しを媒介しかっ育

て，同時に統一のや核と鉱大の認識を深化させているこ

とを知ることができるG

第三の地域;

すなわち，カザンである。カザンでは， 1905年苓命が

始まってすぐ 1月中旬に，カザン高校生連合問委員会

(KOMllTeT coe.ll・ rp.y弘 Cp.lllK. r. Ka3aHll) と社
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会民主労働党カザン委員会 (Ka3.KOM. PC且P口)が共

!司で「すべての人びとへJとし、う呼びかけがだされた。

その呼びかけは前文を除いて8つに分かれており， れま

高校生へ，宣教師，取父母.IV大学生他.V労働名.V1 

兵士と幾民.Vll高校生の他団体 (V軍政府)へと犬々に闘

争への参加を呼びかけている。高校生への一部分では，ま

ず祖国の情勢を述べたあとつぎのように訴えている。

「清純な心と明断なな頭脳をもっている若者は決起し，

手を血で真紅に染め，線、や褒で抑圧するような指導者の

下で生きょうとは怒わない，と言明すべきである。彼ら

は，われわれが彼らのし九、っけに従ったり，ほんの少し

でもその言ってることに専をかすに価いしなL、。かれら

は学校で学んでいるわれわれを隅し，われわれの中から

お分たちの農奴をつくりあげ，われわれの中の創造性と

自主性をおしつぶし，自分たちの警察的規律をおしつけ

ている。われわれは，このような専制的殺し廃どもの学

校で学びたくないし，彼らの毒患圧をこうむりたくない，

と，大股にし、うべきである，だが，この幾庄は王手総が倒

れないかぎり続くであろう。人民の政府の持代が訪れよ

うとしている。秘国と学校のあらゆるものが自由に生き

ようとしている。人民の血に染った専制打倒!秘密投票

による人民の直接普通選挙権万歳! 学校は人民のもの

であって，専制lのものではないL.人民が教えるのであ

って一握りの特権階級が教えるのではない。人民は自分

の学校でわれわれに何を蔑むかをわれわれに云うことが

でき，われわれはそれを十分間くことができるであろ

う。友よ，ストライキに立とう。」云うまでもなくここ

にはすでに教育の根本的改革と政治要求との結合が現僚

に示されている。このように革命の当初からの全般的教

育婆求と政治婆求との総合とともに，個別的教育要求に

かんしても，もちろん提起されてし、た。 3Ji 1日lこカザ

γ学区主任から教育f大陸へjきられたサラトブ高校生のピ

ラには，政府の教育統制への全般的批判とともにつぎの

ような個別的教育P望書求をみることができる。 i1)各ノ教般

に，ブ}口グラムや監視による圧迫なしに教挺の自由を与

えること， 2)男女生徒にあらゆる啓蒙団体やサークノレ

に参加する権利宏与えること.r母様に，公衆のために開

催されるあらゆる集会に行く機利を与えること. 3)同

ーの一般的i規則による個入閣議の開設. 4)校外の男女

生徒の生活にたいするあらゆる監視を止め，これを殺に

まかせること。 5)自分たちのtゃから自分たちで選んだ

男女生徒の肉親をも含む教職員会議の設授。 6)生徒自

身にとって必要なことを当局の参加なしに討議する権利

を与えること。j 河じくカザン市に近いサラフツレ女子ギ

ムナジウムの望書求はつぎのようなものであったじ 11)生

徒の{筒性の尊重。 2)その殺の広義の怒味で生徒に自由

な権利をど主主認すること，①校外監賛の溌止.@言論と思

想の自白，①全ての検閲済みの本や定期刊行物を自由に

泌むこと.0自己学努の目的でサークノレを組織する自由，

fタ学校生活の諸問題について，ギムナジウムの校内での

集会の自白，⑥校内の捜索廃止，⑦全ての社会的場所や

集会への自由な出入札@)地方自治体の図番館へ自由に，

出入りできること.@父母の承認による貸荷の自由な選

択. 3)全ての学校閣議館の改議. 4)図書芸館からヌドを

貸出すために第8学年の女生徒を司惑の助手として任命

すること. 5)教職員会議の例会への父母の自由な出席，

6)第8学年の段階別C12段階〕評価と日記の廃止.7)第

6学年の学級室長視人，エヌ・エヌ・モシユキーナを学校

から即刻追放するミと. 8)これらの要求を擁護した生

徒やその代表の誰れも弾圧しないこと。J

以上のように，すでに 1~3 Jj の段構で，個別的，会

隠約教育要求と政治約要求を結合して提起するにいたっ

ていたカザγ地域の高校生の姿求の，夏から秩へかけて

の発主主はいかなるものであったろうか? ここに三つの

資料がある。 うち二つは政治的望書求のみをかかげてい

る。その資料の，日付はないがその内容から，第一のカ

ザン高校生社会民主主義連合間の呼びかけは 3~8 月の

問，第二の(カザン際〕アストラハン生徒社会民主主義

組織の呼びbd;ii2月蜂起の最中と考えられる。第一

の呼びかけはし、う。[今日の時点の重大さをすべて王翠解

しているわれわれ高校生社会民主主義連合留は，労働者

の利益の表現者となっている社会民主労働党の一員とし

てプロレタリアートの闘争に参加することを青年}習に呼

びかける。というのは，われわれが思うに今や自己学

習のみに想、いをめぐらしているときではない……プロ

レタリアートに合流せよ。老朽した専制制度の多額盤

CPe且YT)な襲撃しょう。今や，全ての住民が，統ーした

峻厳なる雄叫びの下にめざめている。 ir専制御j度打倒』

『戦争反対o~ 社会主義万歳JloJ 第二の呼びかけはし、う。

「人民の武装勝起は実際に行なわれたο モスクワとペテ

ノレブノレグの都市の労働者は再び赤旗の下に進み出，再び

バリケードの古i]で闘っている。…...あらゆる自覚した人

々は，この体大な劉1ftに参加しなければならないし，一

つのことをすなわち，議れが闘う人民と一緒でなかった

か，議れが闘う人に敵対したかを覚えておかなければな

らなL、。

もっとも親しい友人のみなさん，みんなは一人のた

めに，一人はみんなのために!

智生徒のゼネスト万歳!

ロシヤ社会民主労働党の旗の下にすすんでし、る英雄
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的な口シヤのプロレタリアート7J歳!J 

第三の資料は 9月24日になされたカザン第二ギムナ

ジウム上級4学年げ.6. 7. 8学年)全体集会の決議

であるc この決議はさきの二つの資料の中間に出された

ものであるが，ここには例別的教育要求および全国的教

育姿主役がもっとも体系1i''.1な形で示されている。

「第品宅医，精神的，空11的発述にかんする条ヲ10 1)然

Iiefの議開霊長や自己学'?Iの読3会のために午校で援策時

間外や校外で集まることができるようにすること。 2)

生徒詞の口頭や護状でのメッセージ交換の岳山(言論iと

勢通の検閲で許可された出版の ~læ). 全ての図書館や読

忍定へゆくことの自由. rj"J学校の図書館の改善，図書館

に付総して説il}窓を設け，そこiこは生徒のEflし出によっ

て指示された全ての定期刊行物を取寄せるようにするこ

と，図惑館の管潔を生徒のずーに移すこと……. 4)教援

の改ご姿:(1)近代諮ー 第一学年から無d貨で非義務的実際

的な援業の導入.@古典語一一ローマやギリシャ文化の

中の生徒のよくまIJっている本の講読を(援業で〉行うこ

と. 5)学留'1';1-[":1計凶iを多くするのは生徒との協議によ

ること， 己) ~!fl1rなしでの地方自治体や市や学術団体の

会議への出席. 7)あらゆる種類の袈名と募金の許可，

8)教師と生徒の自由な交際。

第二項，校外経授の廃止Jこかんする条項. 1)生徒の

校外での昔話服の非義務性. 2)許可なしで，劇場， ザー

カス，集会所，ダンスの夕べ，パン絞，菓子屋，コーヒ

jふ牛乳屋，汽船桟綴，馬J~その他に行けるようにする

ミと旬、つで、も劇場やどんな好きな所へもゆけるように

すること).3)ギムナシウムの教会堂やその他の教会へ

の札伴を非義務的にすること. 4)ギムナジウム規良Ij

ilr~10条の破楽. 5)住居の自由な選択。

条三項，教員の織成や活動にかんする要求， 。段階

5J1j;i>yiilliと主主賞制度の絞絶. 2)教職員会議で生徒の父母

にj議決権を与えること. 3)教員は生徒にたいして芸名目i

的態度なとること. 4)学級fj;[任教師やその補佐の警葬祭

的監努活動の11主総， 日)主主的iベノレミヤコアの学校からの

迫Jizと教臨fjボロニコブな戸ギノブかブリユハノブに代え

ること. 6) r\r~f j考:itt，f1に書き込む権利と生徒を食事を

させずに居残す権利は，教職員会議にのみ総すること，

7)学級の入口の見張擦を追い払うこと. 8) 臼i直の学

級，にたし、ずる

民族的，階層的隔皇室主どとり払おうとする決議を一致し

て発炎するとともに，われわれは民族や門地による差別

なしに，全ての人々にとってまったく平等で入りやすい

後通無償教脊の実施を要求する。J

以上三つの資料で示されているカザン地域における妥

求の発肢は，政治要求の分聖子では，一つにはツァ J リ政

府が議手u後， 一方でで、の 11ωO月!笈宣語Jによる微笑と{他也ブ方jで

の「肉手による J1卒存命の武力鎮f仔子

アジ一がそ土れLに手石桁;なI担しはじめた自吟寺点点、で， はっきりと労働

者の武装飾起を支持し，かつ社会主義への見通しを提起

したこと，すなわち，内分たちの要求を農奴ffjljの打倒jか

ら迷統的に淡本側の打倒へと発淡させたことである。一

つには，高校生のがj法、i内総合と革命の指導部隊としての

ブ戸レタリアート一般への支持から，釘分たちの姿オえを

J~ï先~にかかげてきた役会民主労働党への結集を提起し

ていることである。教官r要:>fとにかんしていえば，一つに

は校l々での個別j姿求から校外の要求へそして全国的教7守

嬰求へという広がりをもった体系的多頭約な要求にまと

めあげたことであり，二つには，教師集団への要求をも

含めてその内幸子が設富かつ具体的なものとなり，さらに

は高校生運動それ弱体の発渓にとって必要な要求が付加

されたことであり，総じて，春から秋への運動全体の発

展によって個別的教育婆求それ自体が深められたことを

示している。

6) 要求の発展分析の事苦手の結果一一一主体の水準

以上の要求の発展分績から導きだされる表千の結裂を

婆約しよう。

第一は，高校生運動の要求は，物質的(人間的〕消関

係の歴史的変化に応じて変化，発展するものであるこ

と。

第二は，高校生運動の婆求は，さしあたり，倒別的教

育要求と全国的教育婆>J<:.政治要求の三つに分類するこ

とが可能であり，運動の進展に伴う要求の発展は. flln5J目

的から全国的へ，さらに政治要求へという道筋じをとる

こと。さしあたりというのは，一つには，分類は三つで

はなくさらに議II分化される，例えば{尚511]的教育要求は，

すでに J-浅の資料にもす寺!二あらわれていたように，学校

内と校外=地域と分けられるであろうし奈々はー!替のおH

分化も可能であろう。また，政治要求自体もつねに全国

的レベルのものだけとはi狼らないであろう ο 二つには，

望書求発展の道筋じが，これだけで、はなく，すでにわれわ

れがカザン地域の春から秋への発践で示唆されているよ

うに政治要求の発展が鏑別的教育望書求の深化発展をもた

らしているし，このことは要求の発展は分類の各々にお

ける量的，質的発援を基礎にしつつ，さきに示した道筋

以外の法則性をも内包していると考えられるからであ

る。

また，要求発展の速さは，矛盾の集中皮および，運動

の痛まりと広がりに比例するであろうし，それゆえに，

-24由



:r>p:命前ロシヤにおける教育ム遂毅j

矛f首が急速に磁わになり，かつ，創造性の発現が急速な

変革期には，要求発展の速さ，すなわち要求の平準化と

新たな要求の発掘深化は，平穏な時期の幾層倍にも達す

るであろうと考えられるが，ここでは1905年にさきだっ

初対的に王子穏なi時期の要求の発淡を示す資料を不足とし

ているので、その断定は避けたい。

第三は，喪主iえの発換は第一義的には地J~によって規定

され，第二義的には純一j棋によって規定されることc この

ことは，要求の発展が各地域の遼奴自体のJW:史的水燃に

よって第寸こ規定されるということであり，主体の水準

の燦史的被制約性という意味でいうならば，何よりもま

ず要求の発膝は熊史的規定を受けるということはもちろ

ん可能であり，このことは第一の要約で/IIi挺されている

であろう。

2寝間に， 1905年の戸シヤの高校生運動のlJ1!求の発展は

労働巡動や全開民的巡動の高揚如何よりは，何よりもま

ず高校生組織の存在とそれにたし、するロシヤ社会民主労

働党の彩襲撃の皮合によって規定されたことであり，主体

の水準はまさにこの度合にかかわっていたということで

ある。すなわち，第一地域は，そのほとんどが， 1905年

以前には高校生組織の存在しなかったと二ろであり，そ

;/1ゆえ革命のさ当初の段階では体制的見通しをもつことが

できず， 1問JjIJ的教育要求のみに撚っていたのである。そ

の後の運動の進展の'1'で組織が結成され，主g;;)とも全図的

教育要求や政治要求もみられるようになったが，明iぽドな

科学的見通しにもとづく政治姿求を提起したのは，ボロ

ネジの例にみるごとく役会民主労働党の議長智一下にあった

高校生組織であるO 第二のベテノレブ、ノレグ地域は，さ当5寺モ

スクワtこ次ぐ工業地情であり労働遂鋭的中心地であり，

かっ首都であり，まさに 1I似のお眼目」事件につづく

1905年革命の導火線となった地域ーであった。その土.，高

校生組織も1905年以前から平子夜(潟校生北音1;1司fE{その他)

していたのであるが，それはナロードユキから社会革命

党，あるいは自由主義者の彩饗 f'にあったために，先に

みた彼らの教育思想、により，教育要求と政治要求の結合

がまさに政治的にはばまれた状態で革命を迎えたのであ

り，したがって全国的教育要求の提起までは可能であっ

たが，政治望号求との結合はその後の闘争の進展の中で自

由主義者の影響の脱却と社会民主労働党派の第五響力のj教

大によってもたらされたものである。第三のカザン地域

は，労{働劾運動の中心で

校E生主組織が存主盗Eし，かつ，教育改革と体制変革の総合の

不可避性を主張し，その後の革命の進展を科学的に予JiI.

した役会民主労働党の完全な影響下にあったことが，当

初から三つの要求を統一し，さらに，秋には各々の要求

を一緩具体的体系的に提起しうるほどに主体の水準を高

めることを保障したといえよう。

しかし，このような規定性を普遍的法部として定立し

うるには，われわれの資料は未だ僅少であるし，労働組

合が1905年ーにはじめて結成されるといったことにも表わ

れているロシヤの後進牧の条件をも考慮しなければなら

伝いので燦史的条件を趨えて演符Lうるとの断定は避け

たいと思う η

第五は，高校生運動の教育要求の水泳立教育際呉IJ のr'~

突は， 1905年功:ffiTが，その性絡からはブ、ノレジョア民主主義

革命であったことに規定されて近代教育言者原則を基本と

していたが，それがプr-tレタリアートのヘゲモユーによ

って行なわれたこと，他方で燦奴jiilJの遺物のJム拭を課題

としていたことからロシヤ的特笈をもつものとなったこ

とである。このこととかかわって，われわれは， Jf:.OIJソ

ビエト・ロシヤ教育史研究の第一入者で、あったエヌ・ア

・コンスタ γチーノブ教綬 (H.A. KOHcTaHTllHoB， 

1894ィ958)が， 1905or-'の高校生巡重力の要求を12須 11に

まとめた内科にて什ーの補足を行L、たし、と忠、う G コンスタ

ンチーノフ救援が， i革命的高揚lVlにおける大部分の生

徒組織の要求のまとめ」といってあげているものの'1'
に，すでtこわれわれがみた高校生遂動の政治史求に会:く

ふれていない点の批判はさておくとしても，教育!要求の

みに限ってもつぎのような欠落が指摘されようコこのこ

とを教育機造にそくしてみるならば，第一に教綬・ ;ml"'i可

分野にかんしては，宗教教:t::zの非委員務性(第 7J}'i 以

下数字は攻10，現代科学と生活にほ、じた教綬望書El (8)， 

小学校，小学校の教限内科の一女性 (9)，生徒の集会，

*I;j~士，読書の肉 iお (5) ，生徒自身による問;志裁判 (4) ，

校外!zl議館，住精選択や教会訪i習の監視俗jの廃止:01) 

を上げ，実際の高校生運動での嬰求をほとんど前向緩して

はいるが，例えば， f手話での教育や教育内容の男女同一

性，段階JjIJ詳iilliの廃止，募金と著名の自由などは;補足さ

るべきであろう。第二に教育統制については， '[き'僚主義

反対と説得および社会的統制(1)，教戦員会議への生徒

の代表権や隊-3館F没収を生徒に(12)，学校j皆既な政府

の手から自治体，子払その他のをl:会団体に移管 (2)，反

動的教員部，視学官，校長の追放(3)，とIEしく指摘して

いるが，渓動の中ではこれらがツアーリ専制の打倒，政

治的自由，氏支共和問，人民の均一jjj!jなどの祭求と結合し

ていた点、は指摘されねばならない。第三に，教育機会に

かんしては，実科学校にも大学進学の平等な機会主ピ

(10)， のみにとどまり，全底的教育要求として提起き

れていた，民族や門地による差別の撤溌，然{覚普通教育

の実施，あるいは食事，衣服の国家支給など返安:な教1'1

要求を見落していたといえる。総じて，コンスタンチ二

ノア救援は高校生運動の要求をど悩Jjlj的教育要求に限定し
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て的援していたといえよう。

教育要求における口シヤ的特号室は，一方で姿求jミ体の

IÌÍJ近代の未脱却部分を反映して，~惑の検問それ自体の

容認や宗教科そのものの廃止は望書求していないこと，に

みられ，他方すでに近代なのりこえていたものとしては，

生徒の同志裁判jや教級員会議への参加，食事，jX.践の国

家支給の要求などが Lげられよう。

33 高校生運動の斗争形態と'情勢

1) 婆求の実現と斗争形態の関係と限定

企般に"!J;i求の実現を希求する者が，その要求の実現を

妨げている者との間にその要求の実現による共通の平IJ誌

が存在しない(両者の利害が相反する)場合，その要求

の実現は実現を希求する者と妨げている者との間の斗今

なくしてはありえない。すでにみた高校生運動の中で提

起された諸要求は，それが教育要求で、あれ，政治要求で

あれ究極的にはツアーワの利主主とは真向から対立するも

のであり，したがってツアーリ及びその守護者との斗ゃ

なくしては実現されないものであった。 そのことは¥¥1 

における運動の概況がすでに示しているであろう。要求

の実現を妨げているのは結局のところ荷者の諮関係の実

在で‘あり，要求の実現はその実在の変不なくしてはあり

えない。また，その安宅E自体ずで、にその諮問係を推持す

る手段を有しているのであるから，要求の突現を期する

には諸潟係を変革するための手段(斗争子二段)を把援し

なければならない。もし要求が提起されただけで、実現し

たとすれば，それは問者の間に共通の利害が存在する

か，あるいはすでに婆求の提起にさきだっ斗争において

現存諸関係に変化をきたしていたかによるであろう。斗

争手段は諸関係に変化をきたすものである以上，それは

一方でツアーワのカを弱め，他方で高校生の遂動及び人

民の力を強めるものであろう。このような斗争手段とし

て一般にもしょわれ，かっすでにさきの概況でもみたごと

し無秩序状態，集会，デモストレーショ γ，ストライ

キ，武装蜂起が上げられている。これらの手段宏いつ誰

れがどのように行使したかによって斗争形態の差異が生

ずる。斗争形態の発渓は，斗争手段の発肢と参加人民と

その構成，継続時間の総和にますし、て規定されるのであり，

それゆえ歴史的事象としての斗争形態の発展を正維に件

現し，分析総合し，比較することはきわめて間難な粂と

いわなければならなし、。その劉難性は斗争形態の総体に

ついての資料把援の難しさからくるばかりでなく，参加

人民や時間のE量的発渓はともかくとして人員織成と斗守?

手段の発展という質的側面をどうとらえるかの閉鎖があ

るからである。人員構成は，校内から校外へ，さらに労

働者などの他階腐との結合，全図的結合と L、う広がりを

発展の規握手としてみることもできょうが，斗l'手段の発

渓にいたっては，非総織的+争としてのたんなる無秩序

と組織的百I治l的なものとしてのストライキ(授業紋棄を

含む l， さらには組織的武装~!~起を諮関係の変化，発践

の企契機としてみることはTfJ官告であろうが，集会とデモ

ンストレーシ沼ンの籾7i関係や無秩序，ストライキ，終

起との約係はきわめてあいまいであるといわなければな

らないっさらにはわれわれが1905年の高校生運動のオー?を

形態として約握しえた66の事例も全実体からみるとかな

り少いものと考えられる。

斗守子;形態の発淡を分析するさいの，以上のよう危不iE

右京さ =1tl/阪を認知しすこ上で，われわれは担慰した寺神IJを

併び地減によって分綴し，その発展の一般性~探りたい

と忠弘というのは，斗q，形態の発展はさきにみた要求

の発渓と紹互規定性を有するであろうと推定したからに

ほかならなし、。なお， 66の事例は，カザン地域16，モス

クワ地域12，ベテノレブノレグ地域11， ウクラタナ地域9，

ボロネジ地域 6，ウラノレ以東 6，その他 6，である。

ま〉各地域における高校生の斗争形態の特徴

カザンtm域，

事例としてはもっとも多いこの地域の特徴は， 16の事

例!のうち14までが 1~ 3月の春の高揚期のものであり，

秋の全般的政治的高揚期におけるJ十争は，カザン工業学

校生徒の授業妨容につづく 11月17尽からのストライキ

と， 11月末のサラトア・ギムナジウムのストライキのみ

である。春の斗孝子形態は他のあらゆる地域より抜きんで

た鋭いものであるだけに，すで、にみた要求の発展と考え

あわせれば，秋の斗争は資料不足にとどまらず斗争の減

退といわなければならない。

春にかんしていえば月には!f.くもカザ、ンで政治要

求をかかげた援業放楽が行われ，学区主任をして「周閣

の社会は混沌たる状態」と嘆げかせた。内務大臣グラゾ

フ宛のサラトブからの l月17日付秘密t返事長は，サラトブ

技術学校と第5実科学校，第 iギムナジウムの大部分の

生徒は援業を受けるのを拒否したと報じている。ベトロ

ブスクからも同じような電報が入った。 このような中

で，カザン高校生連合問委員会と社会民主労働党カザン

委員会が共同でアピーノレを出した。 I友人のみなさん，

さあストに立とう。ワルシャワやサラトフその他の都市

で多くの学校がストに入っている。……友よ，かれらに

})nわれ，かれらにおくれをとるな，ゼネストはーイ努大き

な力となるであろう。J
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これに応えて 2月3日には主芸術学校がストに入り，

|弓日初等技術学校では 200名の参加で集会をもった。ヨ2

4践には，第 l男子ギムナジウム上級4学年がストに入

り，寮生 6名を含む 9人が援業に出ただけで他は全員が

仲間を災切らないことを饗名しあっtc.o 実科学校でも授

業はできず."1'等技術学校は 3. 4学年以外がストに入

った。 26f=1にはti'学生社会民主主義連合同の呼びかけ

で，生徒と父母との統一集会がもたれ 400人以上が参加

し，デモでは「ラ・ 7 ノレセイェーズ」や「あなたはパリ

のためにJ.i荷揚歌」が飲われ，歌声はカザン市にひび

きわたった。このデモにたいする警察の調査報告は「高

校生社会民主主義問の周闘には，最初からプロレタリア

ートでi持ちあふれでいたj と脅かかざるをえなかった。

3月には全市高校生全体集会が聞かれた。このようにカ

サごンではし 2月にほとんどがストの形態で斗われたこ

とと，さらにこれが労働者と統&して行われたことがし、

ま一つの特徴である。

モスクワ地域;

ここでの形態の特徴は. 12の事例のうち者には三さつの

みであり， 武銭由隙峰主程Eへの参h加司を予含雪む秋の、"，

控燥是主を了刀示ミし7たこことであり， また， 苦手にはモスクワ市のみの

3い、であったのが，秋には 4つのi底辺都市にも拡がった

ことである Q

「血の日曜認jのヲ日と翌10日，生徒は直ちにデそな

組織し忘が，このデモで→人の生徒が銃弾に若い生命を

断たれた。授業拒否が続き 2月4Sまでに，第2男子

ギムナジウム上級3学年はストに入ったコ主土馬車-('3mぅ

生徒さえストに参加したのに. 8学年で 6人 7学年で

10人 7学年日組では2人. 6学年では14人参加しない

者もいた。

モスクワでの私の10.12月の高揚期における高校生運

動の特徴の一つを警察庁モスクワ公安部の報告に紙こ

う。 11905年秋からあらゆる革命政党は，青年や高校生

の間で非常に人気を集めるようになった。これが生徒の

ゼネストを大いに促進したし，問符に生徒のゼネストに

よって革命政党の煽動が高校生に浸透し，青年に大きな

影響をもたらした。J 9月27自にはF誌のトウーラで高校

生全体集会がもたれ，中等学校での援業放楽が決定され

た。 10月に北のボノレタフスコエできた科学校生の決議がだ

され，生徒の自主活動を起こし教育要求の実現を訴えた。

アノレハンゲリスクでは商船学校が11月21日からストに入

った。 10月6臼のそスクワ・カザン鉄道のゼネストに始

った10刃蜂起は118には全国ゼネストに波及したが， 12 

日にそスクワ第4ギムナジウムが集会をもち， I現時点

では，学校の恨本的改革は，口、ンヤにおける国家体制の

全i雨的再編なくしては不可能であるJとして援業放棄を

決定した。 15討には，集会の自由を獲、得したそスタワ大

学構内で中等技術学校生，高校生‘が夜を徹して討議会を

行い，そのうち 300人がマリヤ皇后庁女子ギムナジウム

と第5女子ギムナジウムにデモを行い，ストライキへの

参加を訴えた。 18日技術学校もストに参加し，モスクワ

市ではほとんと。組織的授業は行われなかった。 12月 7践

のそスクワ武装鯵起の開始とともに高校生も労働者とと

もに武器をとって斗った。 この様起で 548人がツアーリ

の箪裁に殺され 1，059人が負傷したが， 殺された中には

21名の高校生が含まれてい定。

ベテノレブノレグ地域;

首都の特徴は基本的にはそスクワと同じであったが，

形態で寸主春にテ、モが多くストが少い状態から，秋にはほ

とんどがストのみであったことと周辺都市では秋の斗争

事例が5ilあたらないことである。

l乃9，10知土£スクワと悶じくギムナジウム〔二校)

が援業放業に入った。 2月にはヤロスラブで禁止令を犯

して薬会をもち，デモを行った。ツアーザの公安部はク

タイスと同様プスコアでもデモにおそいかかり殺教のか

ぎりをつくした。

10月ゼネストが全隠{としたIISにベテノレブノレグ大学構

内は労働者やさまざまな職業の人々や大学生，高校伎，

25，000人の薬会であふれた。 高校生北部向鐙はアピーノレ

を出し労働者代表ソピ、エトとともにストヘ参加すること

を訴えた。 11月4臼私:lLl!筆業学校が集会をもち，間じく

労働者代表ソピz トとともにストに入ることを決定し

た。第12，第5ギムナジウムも集会をもった。第8ギム

ナジウムは11月29日にストを始めた。 10月以降，ほとん

と守の学校は授業が行われておらず，第 6ギムナジウムは

1 S，第ラギ、ムナジウムは5日間，ヴベデンスキー・ギ

ムナジウムは 7日間授業が行われたのみであった。だ

が，ベテノレブ、ノレ夕、では，一方で高校生の労働者代表ソビ

エトの統一強化が進むとともに他方では，ブルジョア自

由主義者たち=立憲民主党の影響の強い一連の学校では

「十月宣言」の欺騎性を見抜けず12月蜂起への不参加も

みられた。

ウクライナ地域;

ここは，事手には一つの毒事例も出ていないが，秋には9

つの事例があり，そのほとんどが政治ストを行っている

ことである。

10月にヤルタとセバストーポリの生徒が労働者の政治

的ゼネストを支持してストを行った。 1905年秩に，すで

にゆ02年からあった高校生南部ロシヤ団の他にもう一

つの社会民主主義的高校生組織として「ハリコフ同盟
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(XapbIWBCKH詰 CO胞のjが生れた。それによってウク

ライナ地域における秋の斗争の中心はハザコフへと移っ

た。 10月24臼第3ギムナジウムは労働者の政治ストへの

令流を決定した。第 lギムナジウム上級4学年の大部分

の賛成で、ストの開始が;ためられた。第3ギムナジウムは

学校の閉鎖と孫際を 4同もくりかえした。 12月3日には

ハリコアのゲノレフェリーサト工場の中で労働者の紡衡の

Fで全市中等学校生徒の政治集会がもたれ，武装蜂起の

ためのストライキ委員会が綴織され，それは17人の男子

ギムナジウム生， 15人の実科学校生， 11人のごつの女子

高校生によって構成されたG 武装蜂起のさい，女子二高校

生は自主的に赤十字妓をつくり負傷した労働者や学生の

救護にあたった。

その他，ニコラエブにおけるカザン，サラトフ，ノボ

ズイアコフ， ワノレシャワなと悼の各技術学校生の統一集会

の開催，オデヅサの宝芸術学校のスト， 11月28日のキシネ

ブギムナジウム上級4学年の授業放一女などがある。

ボロネジ地域;

ここでは，春と秋との発展ではとくに認すべきものは

ないが， 2]1のクーノレスク高校生流lfn事件が容の全図的

高校生運動の高揚に泌をは:し、だことが村に[-，げられるぐ

クーノレスクでは 2月11日，男子ギムナジウム，二つの!J'

子ギムナジウム，師範学校，神t学校，実科学校，測ttf技

術学校，看護学校，私立女子ー郎範'学校の生徒が全体集会

を告書き，主として教育要求の実現を学校当局に訴えるべ

く， 121=1に高校生だけで、500-700人のデモを行った。了

度この日， 日露戦争の r~毛織 ;ζ テスセノレ将箪のグーノレ

スク通過と主主なり，軍隊は高校生のデモ隊に発砲し， 18 

人を殺答した。各地からの教育省への特別報告は，この

事件後高校生運動がおさえつけれなくな勺たことを示し

ているο

10月211=1にはブリャンスク技術学校で、教予害要求ととも

に政治的，市民的自由(言論，出}札集会，結社，スト

ライキの自由)をかかげてストを行い， 11月にはボ P ネ

ジで数度にわたってストが行われた。

ウラノレ以来地域;

この広大な地域としては全く不充分な 6つの毒事例jしか

なし、が，そのうち苦手にはイノレターツクにおける l月の援

業放楽のみで他は全て秋の斗争であるO 秋には集会がほ

とんど労働者とともに行われたと L寸特徴をもってい

る010月11日，且カテザノスラフにおけるし000人の生

徒のデモは箪隊と対峠し，直ちにノξリケードを構築し

た。 1......箪隊の前に立ってさらに小半時が過ぎた。生

徒たちは潔隊の郊で昂然と胸を張り，何かを兵士に切望

するかのように腕をつきだしてし、る……突然，哀の'TTfI担当

のように乾ききった一斉射撃がひびきわたった。二度，

三度と。その後完全な静寂がおとづれ，街の:i:てはこの

悪業にたし、する恐怖から死んだようになった。さらに恐

しい静寂の数分が過ぎたーーとあちこちから，ふるえ，

引き裂かれたような恐しくかん高い戸が広がった。傷つ

いた子はIl}Jけをiザ叫んだ。殺された子どもたちは砲で真赤

に染められた橋げたに倒れた。J

11月17，18日トムスク-('，さらにはヤロス、ラフで， 26 

日にはチチンスキーで，社会民主主義者=ポリシェピキ

によって労働者と学生，生徒の統一集会がつぎつぎにも
74) 

たれた。カリーニンスキーでは自li範学校がストに入った。

その他の務地域;

1月にワノレシャワで援業放棄が行われ 2月にはカブ

カーズで無秩序に務ち入り， 3月には， ミンスクで滋の

ようにストライキが広がった。 9fJのニジュノボゴ口 r
の潟校生にはじまった，ロシヤ民謡を合間とする一見非

組織的かにみえる~HI1íi的無秩序斗争け、一つの典烈であっ

た。

3) 高校生の斗争にたいするツ 7… 1)のこiID政策

i ヲ05"F，のツアーリ政府，とくに教育省の高校tj三の ~1.1与

にたいする対策の本質は，ツアーリの労働運動，茂氏暴

動にたいすると河じく弾fとを主とし，懐柔と分裂な従と

する二両政策であったU

教脊'1iiは 2}ヲにすでに，あのrvX僚統制を誇った教育行

政なしでも秩序を関復するえ通しをもちいず，お手伝げ

の状態となり，もっぱら þ~{壬を!ÀJ務省に転嫁するのに懸

命であったυ かくして高校生の運動の弾圧もその中心が

内務翁と軍隊に移つされた。不i数によるマザンスク友子

高校生の殺害， クーノレスクの18人の殺害，コニカテリノス

ラフの殺害，内務省公安部警察によるモスクワ，サラト

ア， クタイスク，プスコブ等々での殺害。これら軍隊と

内務省の殺警は， 12月武装蜂起のパザケードでの殺害を

除いてはほとんどが 1~2 月に集中している。これは初

手での強圧的，みせしめ的殺容であったことと，他方で

はその後の労働，農民運動の潟揚の反映による 6つの海

主容を含む61ヶ所に及ぶ家隊の革命の侭jへの転化によって

説明されるであろう。

警察と軍隊の他に潟校生にたし、するテロとおどし"a:加

えたのは極右翼「黒百人組Jであった。多くの父母が，

しらふのあるいは酔どれの蒸百人組のおどしで子どもが

通学できないことな教育省に投書してきた。

教予寄省はお手上げとはし、ぇ，各学区主任，視学，校長，

反動教的の助けを借りて，一方で、は女予高校生を自殺に

追いやったカザンの51名の退学やペテノレブノレグのお件，
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「十月宣言」で集会の自E討をも含む市民的自由をツアー とも妥当であろう。すなわち，ツアーリの譲歩と欺臓と

リが約束したその潔々日のそスクワのあらゆる学校にお 懐柔の混沌たる 8月の大学にかんする臨時規別による大

ける集会の禁止令，休校指震による分断，生徒の中に反 学構内での集会の自由(ツアーリは大学生にのみ与えた

動的団体を組織すること，カザンにみられるように地方 つもりであったが大学生とともに労働者や高校生がこれ

自治会奨学金による懐柔等Aな行った。あるいはまた， を利用した〕と.-'f-くも翌年に窓証文となったとはし、ぇ

ポリシェピイキに指導されたサラトフ実科学校父母委員 110月主主言」で市民的自由をもりこんだ憲法の公布が約

会を除いては，ほとんどが反動的役割を果した「父母委 来されたことによって集会が機大したと考えられる。ま

員会 (PO)l，延TeJIbC在日晶 KOMHTeT)Jをも高校生の運動の た，デモの減少にかんしていえば. 1 ~3 月の家隊によ

弾圧と懐柔に利用した。 る高校生の殺害を含む非人間的前近代的デモ弾圧の結果

1905年 1月から1906年5月までに中等学校生徒への弾 であろう。このようなツアーリの集会にたいする一定の

日，殺された者50人，負傷2似， m幻人，逮捕466 譲歩と，デモへの駆的態度こそが集会からデモへの方

人，除籍876人，合計1.681人に及んだ。 向が，要求実現をめざす諸関係の変革のための斗争手段

4) 斗争形態の発展における高校生運動の特徴

われわれが最初にあげた斗争形態の発援にかんするい

く2かの制限をふまえつつ，以上にみた各地域における

高校生の斗争形態からつぎのことがし、えるであろう。

第一は. 1905年の高校生の斗争は 1~3 月. 9~12 

}jという労働運動における二つの高揚期を完全に反映し

ていたことである。この二つの持期をはみでる三十争率:例

が皆無であったことがこのことを実読しているであろう

が，他方ではまさにそのことが事例資料の不足をも示し

ているかもしれないし，また，ロシヤの学期機成をも考

慮しなければならないであろう。

第二は，春から秋への斗争形態の発展にかんしていえ

ば，各事例jそれぞれのすべてについての参加人員と時間

(斗争継続期間〕を知ることができなかったために，当

初われわれが見通したように全額的な比較は困難である

といわなければならない。ただ，さきに附した制限を考

慮しつつ，斗争手段と人員構成の点では明らかに発肢が

みられたといえる。すなわち，全事例中ストライキの事

例は秋には40%増加したし，後述の特殊性をもっカザγ

を除くとその数は春の3倍となる。また，一方で秋には

泰になかった武装蜂起への参加がみられるとともに，革手

に比較的みられた偶発性に近い無秩序状態が減少したこ

とにもその発膝はみられる。集会とデモにかんしていえ

ば，われわれの当初の仮定では集会からデモへと進むこ

とを発展ととらえたので、あるが，事例では集会が春の4

から秋の11へ橋大し，デモは逆に7から 2へと減少して

いる。われわれはこのことをもって当初の仮定の逆，す

なわちデそから集会の増大こそが発展であると.T!P断する

ことはできないで、あろう。すでに最初に述べたようにそ

のどちらかの増大を発践と規定することの当否もさるこ

とながら. 1905年秋の集会の増大とデモの減少は，ツア

ーリの二百五政策の百支援的影響警としてとらえることがもっ

の発援にほかならないことを示しているのかも知れな

い。つぎに人員構成=統一の広がりについていえば，さ

きの集会の;増大と結びついて，さらにはストライキ，武

装蜂起への参加と結びついて，秋にはそのほとんどが校

内から校外へ，労働者との共斗へと発展していることが

顕著である。とくに，ベテノレプノレグやモスクワのような

大都市のみでなくウラノレ以東の諸地域のように秋になっ

てようやく高校生が斗争に参加するようになった地域で

この傾向が強いことは示唆的である。

第三は.4争形態の発展は地域によっていくつかの類

型をもっているが，その特徴は地域における労働運動の

斗争形態の発展せと中心とする情勢によって規定されたこ

とである。

当初われわれは，要求の発展分析を応用して地域ごと

の分類を試みたのであり，地域ごとの特徴を抽出するこ

とにかぎっていえば，それは成功した。さきに事例の多

い阪に，その他を含めて 7地域に分類したのであるが，

斗争形態の春から秋への事例数の増減と斗争手段の発展

によってさらに四つの類型にまとめることができる。第

一類裂は事例数が増大し，かっ手段ではストや蜂起が域

大するタイプである。これにはそスクワ，ベテノレブルが

入る。第二類型は遂に毒事例数が減少し，手段においても

ストライキの減少するタイプであり，これにはカザンが

該当し，ボロネジもほぼこれに入るであろう。第三類型

は，春に事例数がOか極少であったのが，秋の高揚期に

急、に増大し，かっ手段で、も直ちにストや蜂起へと進むタ

イプで，これには，典型的にはキーエフであり，ウラノレ

以東も該当する。第四類型はその他の地域で，とくに春

と秋に特徴のみられないタイプである。

以上回つの類型，とくに前三者の特徴は何によって説

明されるであろうか。当初われわれの仮定では，要求の

発援と閉じく斗争形態にたいする政党の方針とその影響

によるであろうとヨ考えたのであるが，この三つの類型は

n
y
 

n
L
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それでt土説明できない。すなわち，斗争形態にかんする

政党の方針でいえば，社会民主労働党(ボ〉こそが10，12 

jヲの全濁ゼネストと武装蜂起を提起したのであり，その

もっとも影響Aカの強いカザン及びボロネジの減少と，逆

にもっとも影響力の弱いキーエフ(ここの高校生組織は

社会革命党の影響下にあった〉が急激に発展したことが

説明できない。これを説明しうるのは，高校生運動の斗

争形態は労働運動の斗争形態を中心とする地域の情勢に

よって規定されるということであろう。次表にみるよう

に，カザン地域とボロネジ地域における秋の労働運動を

にや心とするいくつかの指標は他と比較してきわめて低い

といわねばならない。もちろんわれわれは情勢が第一義

的規定をどもっということが他の諸要閣の規定性を否定す

るものではない。例えば，労働運動を中心とする情勢の

点でも，また高校生南部ロシヤ回がすでに1ヲ05年前に社

会民主労働党の影饗下にあった戸ストフ・ドγ地域にお

ける事例が三つにのみとどまっていることは理解しがた

いことであり，このことと，さらにはカザン高校生社会

民主主義連合聞に分裂のあったこととかかわって，社会

民主労働党の秋の高校生運動にたいする方針，指導に欠

焔がなかったかどうかは問題としてし、いことであろうと

怒われる。だが，今のところそれを解明する資料はない。

2 I 

3 ， 

表 2-2 類型地域における10，12月の情勢

域

ぞ 1 クヲ

ペデノレブノレグ

カ ず y 

ボロネジ

? '7ノレ以来

10ネ加月ス都会ト市へ盟ゼの
参数

16 

8 

B 

23 

21 

5 

4 

12月;;t装蜂組
参加胡lHi数

自

5 

第問に，以上のことからわれわれは，要求の発展と斗

今形態の発展の関係についてつぎのようにいうことがで

きるであろう。すなわち，高校生運動における要求の発

渓と斗や形態の発展は相互規定性とともに相対的独自性

をもっているということである。この相互規定性と和対

的独自性の矛盾を媒介し，統一するものは，要求を妨げ

ているものと要求の笑現を希求するものとの諸関係の状

怒としての情勢である。ところでこの情勢は諮関係が流

動的可変約であるように静的なものではない。これを自

らの運動に有利に変革してゆく運動は，主主主食を発燥させ

ることやその葵求を実現するための斗争形態を発燥させ

るだけではなく，というよりは，そのご者を規定しても

いるであろう問題一一すなわち，高校生運動の組織と学

習の問題一一ーを有利に解決してゆく必要がある。つぎに

それ一一19051f.における中学生運動の組織と学習をみよ

う。

94 高校生運動におけ~学習，情宣活動と
組織

1) 高校生社会決主主義組織の学習内容と方法

1905年における高校生運動で、の学習にかんし，われわ

れが入手しえたものは，カザン高校生社会民主主義連合

図の体系的学濁内容のほかはイカテリ γプノレグおよびリ

ガのほんの一事例にすぎない。そこでわれわれはカザン

の体系的学習内容を中心に述べたし、と窓、う。カザγのプ

ログラム;3l~19識からなり各回の内容はつぎのような

ものである。

第 1講，ロ、ンヤ国内情勢の概観。このテーマのた主の

資料は革命的で合法的な新開を用いる。

第n誇，プロレタリアートの階級闘争の歴史的必然性

の論証。ここではつぎのような文献や軽い読物を参照。

ハウプトマン「織夜j，ゾラ fジ且ノレミナーノレj，ミノレボ

ー「惑い指導者たちj，歴史的箸謹一-1)プレハーノブ

「革命迷動における P シヤの労働者j， 2) rモロゾフの

ストライキの10年j，3)クリチェフスキー「チャーテイ

ズム運動j， 4)社会民主主義向捜出版「イギジスの労

働運動j， 5) r自由のためにベノレギーの労働者はいかに

腐ったかj， 6)カンパネラ「ドイツ文化史概説j(合法

出版)， 7)マノレタス「主主労働と資本j，8)マノレタス「労

賃j 9) 1自衛とストライキj，10) r赤旗j。

第 3~誇，主題， l~芸誌は階級支配の機機であるj。ここ

では，エンゲノレス f家族，私有財産および国家の起源j，

カウッツキー「現代の民族j， プレハ…ノフ「社会主義

と政治闘争jを参照。

第 H誇，各国における組織された革命的プロレタリア

ートにかんする問題点の解明とその立論の帰結として

同士会民主労働党一一これが労働者階級の革命的前衛で

あるJ。参考とする文献は，ザスーリッチ f国際労働者

協会史概説j，クリチェブスキー「チャーテイスト運動j，

ベルギーの労働者はし、かに闘ったかj， さらには， ブル

ジョア合法出版物の中からも，ゾγパノレト「社会主義と

社会主義運動J，rヨーロツバにおける労働問題Jなどを

あげることができる。

第5W薄，主題，ロシヤにおける革命運動の発生。これ

には，ナロード、エキの非プロレタザア的性絡とそのさを想

的所産の歴史的必然性も含む。とくに， 80年代における
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ロシヤの労働者団体と自然発生約ストライキの説明。上

にあげた文献の他に，つぎのようなパンフレットを参照

する。 rベテノレブノレグにおける労働運動の史的概説J，

「エカテリノスラフスクの運動J，rイワノボ，ボズネセ

γスクのストライキJ。 またつぎの著書も rr:tシヤ社会
民主労働党第一回大会:宣言J， rイスグラ」紙の初号か

ら。レ…エン「なにをなすべきか?J。
第6議r:tシヤにおける社会民主労働党の第一歩を知

ること。ここでは， r労働者階級解放闘争同盟Jの活動，

ロシヤ社会民主労働党第一回大会， rイスクラjの創子IJ，

緩済主義者との闘争，の解明。ψ 文獄は前述のもを。

第7講，公然たる政治的演場へのロシヤプロレタリア

ートの移行の検討。プロレタリアートの運動への社会民

主労働党の影響の機大に関連して。文献としてつぎのも

のを参照する。 レーニン的「イスクラJ，パンフレット

「ロストフ事件の真相J，rチブリスの労働運動からJそ

の他。

第8議，党創設の歴史， rイスクラJの組織活動，ロ

ジヤ社会民主労働党第二回大会，党の最少限・最大浪綱

領，日和見主義と社会事命党の克地。参考文献は，レー

ニンの「なにをなすべきか?Jと第一回大会議事録。

第9議，民主共和閣のrm家機構の問題を検討する。小

附子「人民議会の形態について」などを参考とする。

第10~誇， r自由J(1閑人的，市民的自由，良心，出版，

集会その他の自由〉の解明。

第11~誇，最少限綱領の残ワの部分の解明。

第12議，綱領の財政的，経済的諮問題にかんして。

第13，14~誇，レーニンの労作にもとづいて，綱領の農

業部分の詳細な分析。

第15~誇，ツアーリ政府と他の諸政党への態度にかんす

る社会民主労働党の戦術の解明。 rイスクラjの論文や

ロジヤ社会民主労働党第二間大会議事録，レーュγの労

作を参考にする O

第16，17議，プPレタリア…トの総織と人民暴動にか

んする問題の詳細な解明。文献としては，第三回党大会

の決定と議事録「ブベリヨードJの論文， r臨時政府に

ついてjレーユンの著作。

第18，19~誇，党の組織隊員日，民主と集中の問題，党規

律のfllf.明。最後に一条ごとに党規約の分析を詳細に{Jう

こと。文献としては戸、ンヤ社会民主労働党第三回大会議

事録。

以上の学資プログラムは，教育省がiヲ06年初めに入手

していたものであるが， 1905年前の同じ社会民主労働党

の指導を受けていた高校生南部戸シヤ問の学潤プログラ

ム(第 i主主!i2参照〕と比絞してロ、ンヤ革命の康史と現状

ならびに間際的経験の摂取をも含め，とくにロシヤ社会

民主労働党の綱領，規約，戦術の全面的犯滋をめざして

おり，その深さと体系化の点で1905年一年間の影饗の大

きかったことをまざまざと示している。と向日寺に，この

フ。ログラムは社会民主労働党そのものの学習内容とも思

われるほどであり， 1ヲ05年の直後とは¥，、ぇ学生組織とし

ての独自的学習内容の欠徐による両者の混合と解消，セ

クトイヒの危似すら与えるものである。この点、では，エカ

テリ γフツレグの学生組織でも同様であり，社会民主労働

党の統領と戦術，経済学，閣僚労働運動史が中心となっ

ている。 yガでの学習はこの他に農業問題と弐族問題が

とくにとり上げられている O

学習の方法は，座談会，講義，レポート，参考文献の

自主学習などさまざまで，講義の後には討論が行なわれ

た。また，閣議館活動を重視し，現存関謬;館の民主的改

替，民主的文献の鱗入，非合法図書館の設1ft，非合法文

献の回読などが行なわれた。

ともあれr:tシヤ社会民主労働党第二回大会(1903年〉

の「学生青年にたいする態度についての決議Jの中で述

べられている学生組織の三つの課題の第一， rその成長

のあいだに全一的な，苔尾一交した社会主義的t立界観を

つくりあげることJの活動が， 1905年の激動期において

も要求実現の直接的翻争に解消させることなく，学習

活動形態における一定の系統的独自性をもって行なわれ

たことは上記から知ることができる。とともに，少くと

もカザンについては姿求の発展と学習内容は綴切な松五

規定性をもっていたといえるであろうし，政治要求の進

化，発展は，学習内容一一そこで習得される科学，とく

に社会発展の「見通しj とその主体の認識ーーと密接に

かかわっていたといえる。すでにわれわれは第2家!i2 

で，要求の発渓はその高校生組織がいかなる政党の若手饗

下にあったかによって規定されることを示したが，この

規定性はまさにこの学習活動を通じてなされたので、あ

る。ロシヤ社会民主労働党カザン委員会は，高校生組織

の学習会へ熱心に講師を派遣したし，著名なポリシ z ピ

イキ， ブノレンゼ〔φpyH3e，M. B. 1885-1ヲ25)やスペノレ

ドロブ CCBep江J10B，兄 M.1885-1919)が社会主義運動

史の講義をした事実によって，そのことは切らかであろ

う。

2) 高校生運動における情室活動の位置と内容

前述の如く，闘争形態の発展は，多くの限定の下でと

はいえ，労働運動を中心とした情勢に規定されることを

みたし，それによって情勢が要求の発展と関争形態の発

展の相互規定性と相対的独自性を媒介し，統一するであ

i
 

q
J
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ろうと仮定したが，その情勢の実体が，媒介となりちる

のは，運動主体による情勢の認識とその中での要求の妥

当性，ならびにそれを実現するために望書求を妨げている

ものを明確にし，推進する勢力を結集することを訴える

情報教育主主伝活動(↑高官〉を通してである。それゆえわ

れわれは，もっとも体系的，全面的情主主は. (1)情勢の

科学的認識. (2)要求発践の全面的展開と当面の重点、

(3)実現をさまたげているものと実現の見通し. (4)運

動推進勢力の拡大とその中核の提起. (5)闘争形態の提

起，などを含んでいるべきものと考える。もちろん，そ

の形態はさまざまであり，口頭であったり文言撃であった

れ文芸警はまたピラであったり，パンフレツト，新関雑

誌:等々であり，その対象によっても，時期によっても多

様であると考えられる。カザンの例を上げよう。

カザソ高校生社会民主主義連合同の 1月の呼びか与

は，まず情勢にふれ I今は，偉大なカが静かに座って

小さな仕事をしているときではない，祖簡は管しみ，公

然たる助けを求めている!専制は人民に暴言をあびせ，

そのlfIlをふりかけている。その丘Eは専制の側にいない全

べての人民，まさにあなたにふりかかっているのですJ

と述べ，専制打倒，普通選挙，人民政府，学校の人民統

制を要求し，ストライキでの闘争を呼びかけている。呼

びかけの後半部三分のこは，教1'liJi.父母，学生，労働者，

兵士と農民，他の高校生団体への共闘の呼びかけにあて

ているが，このような各層への広い視野と. I軍服を着

た農民jである兵士へのこの時点、での共闘の呼びかけは

他に例をみないものである。まずこ，教師にたいしては，

「われわれの年上の友人であ仇教師であるみなさん!

もしあなたに良心と愛情があるならば，私たちを支持し

て下さL、。……もしわれわれの呼びかけに応じないな

ら，それはあなたが専制の手に口づけし，われわれを繍

し自由と光坊を圧殺することを撃ったことを意味するで

ありましょう。このような人々をわれわれは尊敬するこ

とはできず，このような教的は毅蔑し最後約にかれらと

扶刻する…・・連合同委員会はあなたに，生徒とともにゼ

ネストに参加するよう呼びかけますし，そのことはあな

たにとって年長の向忠=指導者の名を保持させるでしょ

う。j 父母へは，その生き生きとした愛を自分の怠子や

娘にだけではなく，会人類に広げ，臆病や狼狽をふりす

て私たちのもとへきてほしいと呼びかけている。学生や

科学者には，これまでやった以上の闘争を組むことを呼

びかけている。労働者には「カザンの工場労働者のみな

さん〆 みなさんはストライキを延ばすことはできまぜ

んでしたが，くよくよしないで下さい。みなさんはまだ

充分組織されていなかったのですが，それは改善される

でしょう。われわれはみなさんが再び全力をあげてスト

ライキに入ることを期待しています。……われわれはみ

なさんと共に歩みます。J農民と兵士へは「あらゆる兵士

と農民のみなさんのストライキへの参加を呼びかけま

す。……今，あなたは人民を射とうとしているのです。

おそらく，今，他の兵士があなたの父や妥や九銭に銃を

向けているでしょう。Jまた，他の高校生組織，北部同

盟，南部同盟，ポーランドの青年と全世シヤのサークノレ

や団体に連帯のことばを送っている。

カザン連合間札会報をだしていたが，その第よ

(2月4日〉では，各地域における高校生の集会，デモ，

ストの情況と，他地域の高校生を支援するためカザンか

ら10名派遣したこと， カザン逮合i湿E査員が 340名に増加

したこと，高校生で図っている人に図から資金援助をす

ること，そのための募金の開始など，主として情勢と組

織活動について報じている。
88) 

3月4日の呼びかけでは. 2月18日詔議(法案審議に

参加すべき地方代表者の窃集の約束〉の欺繍牲をつき，

ツアーリの二菌性を暴露する一方，味方のや核を明示し

ている。 I戸シヤ革命で誰れが主たる働き手であるか?

誰れが人民のためにもっとも自分の血を犠牲tこしている

カミ? もちろん，プロレタリアートで、ある。…・・プ口レ

タリアートは他のあらゆる階級の前面で与人民の解放のた

めに闘っている。J同時に，高校生組織に分裂が生じたこ

とをも報じ，分裂は革命の事業を傷つけるもので、あり，

統ーを突現しなければならなし、と呼びかけている。また

3月14日と夏に出された呼びかけでは，口シヤの人民は

満洲の王子野でも，極東でもツアーザのために兵士として

犬死しているとともに閣内でも彪殺されているとして，

帝国主義戦争の本質をついているO

なお，さきにみた社会民主労働党第二回大会決議は

「学生青年のいつわりの支を警戒するように勧告Jして

いたので、あるが，われわれの入手したかぎりでは，社会

民主主義的高校生組織が.u主接，立憲民主党や社会率命

党，メンシェピィキに反対したり，その影饗下にある生

徒に警告を発つしたことを示す資料はない。

3) 1905年に組織された高校生組織

トベテルブノレグ学区;

1)ボログダ市一ーボログダ生徒革命委員会 2)ツ

ェレポベッツ市一一無政府主義者一共産主義者党戦闘組

織. 3)ゲリスイ γグブォリス市一一一i司宏、サークノレ。

n.モスクワ学区;

1)モスクワ市一一①中等学校中央委員会，①モスク

ワ第2ギムナジウム附属全体委員会，①モスクワ第2ギ
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ムナジウム附属地方委員会，①ギムナジウム戦闘組織，

⑦執行委員会所属ギムナジウム生徒の社会革命党員全ロ

シヤ分派， 2) トヮーラ市一一①トゥーラ生徒組織，①

武装生徒本命部隊， 3)スモレンスク市一ースモレンス

ク社会民主主義生徒図， 4)カノレガ市一一社会民主主義

生徒同盟， 5)セノレプホブ市一一中等学校生徒同盟，

6)オリョール市一一武装生徒主事命部隊， 7)ニジニ・ノ

ボゴロド市一一生徒間際。

lli.ハリコプ学iR;

1) ハリコフ市-~突科学校生中央機関，@社会革

命党φ等学校生徒同駿， 2)ボロネジ市一一社会民主主

義労働党生徒団， 3)クーノレスク市一一社会民主主義生

徒間援， 4)戸ストブ・ドン市一一全ロシヤ無党派青年

生徒間態。

N.キーエブ学区;

1)キーエブ市一一中等学校生徒関， 2)ジトミーノレ

市一一①社会革命党生徒[ill，@生徒戦劉級織 3) p ム

ヌイ市一一生徒革命組織， 4)ピニッツゥィ市一一生徒

の権利擁護向殴， 5)ポノレタワ市一一社会卒命党生徒同

盟。

v.カザ三学区;

1)カザン市一一高校生社会民主主義連合図， 2)サ

ラトブ市一一生徒中央委員会， 3)サマラ市一一指導者

委員会附属生徒問販， 4)アストラハγ市一一中等学校

生徒一社会革命党パポノレジスキー同盟。

VI.オデッサ学区;

1)オデッサ市一一…①社会革命党組織 J②ストライキ

委員会， 2)エカテリノスラフ市一一①社会革命党生徒

組織，①無政府主義生徒サークノレ， 3)キシネア市一一

社会革命党生徒組織， 4)セパストーポリ市ー…セパス

トーポリ災科学校生徒の先進部隊， 5)エリザベートグ

ラード市一一南西部青年生徒社会民主主義委員会。

VIl.東部シベリヤ;

1)イノレターツク市一一裕互扶助生徒同盟o

V1H.オレγブノレグ学区;

1)ウラリスク市一一ウラリスク金生徒組織O

IX. カブカーズ学反;

。バター市一-1夜明けの予告者j<(社会革命党綱

領〕名称生徒サークノレ， 2)チアリス市一一チアリス生

徒組織。

x.西部、ンベリヤ学区;

1)オムスク市一一生徒同盟。

以上， 42組織のうち，社会災支労働党の影響下にあっ

たのは， カザγ !Jーノレスク， カノレガ，ボロネジ，スモ

レγスク，エカテリンブノレグの 6つであるが，入手しえ

Tこもっとも新しい資料では，ベテルプノレグ，モスクワ，

リガ， ドピンスク，ヤロスラフ，スタブロポーリ， ミタ

ワ， ヲパパ，ニジニ・ノボゴロド，ハリコア，アノレザマ

ス，ジューヤ，シベザヤ，中央アジアその他にも存在し

ていた。ベテノレブノレグには， 10月に「中等学校生徒北部

社会民主主義組織Jが生まれたし，クーノレスクでは会員

が250名，カザンの高校生社会民主主義渡合間は600名に

透していた。 リガの社会民主主義生徒組織は 100名であ

ったし，社会民主労働党ノサコフ委員会に指導されてい

た高校生組織は， 63名で，うち実科学校生30名，男子ギ

ムナジウム生22名，女子高校生11名の構成であった。

これらの社会民主主義組織の指導者のうち判明してい

るのはつぎの人々である。ジューヤ市一一エム・ヴェ・

ブノレンゼ (M.B.φpyH3e)，エカテリ γ ブノレグ市一一

ヤ・エム・スベノレドロア(5:1.M. CBep.llJIOB)， チタ市

一一一エヌ・エヌ・パラソスキー (H.H. BapaHcK目前)，

カザン市一一ヴェ・エム・モロトプ (B.M. MOJIOTOB)， 

ハ・ヤマシェフ (x.兄MaIlleB)，ニジニ・ノボゴ戸ド市

ーエム・レベジェパ (M.JIe6e.lleBa)，シンピワマ

市ーーデ・イ・ウヲヤーノフ(且.11. YJIbHHOB)など。

(tl: 1) l1CTOpH耳 KDCC BblrrycK rrepBbl員， 1883 r. 

φeBpaJIb 1917 r.， MocKBa， 1962， CTp. 56. 

ci:主2) 口0瓦 pe且.φ.兄.DOJI耳HCKoro，B. D. OpJlO・
Ba， 11. H.江leMHK滋Ha，l1CTOp百HHapO.llHorO 

X03H員CTBaCCCP， H3.ll・ COIJ;羽aJlbHO・3KOHO-

捌可ec託0誼 JIHTepaTypbl，MocKBa， 1960， CTp. 

352. 
($ 3) 策又主主主主， 1資本主義ロシヤにおける年少労働

者j，1北大経済学jt事2号， 1962， p.l09. 

(注4) φ.凡口議』買おCKH詰， TaM iKe， CTp. 344. 

(注 5) l1CTopHI主 KDCC，TaM iKe， CTp. 74. 
(注 6) レーニン， 1新しい殺翠U 1901~，大月板金集

(以下向じ〉第 5巻， p.12. 

(注 7) 向， 1労働者党と重量氏j，1901年，第 4巻， p.462. 

(tl: 8) CocTa部 TeJlb C. B. 山田pOB，pe.ll. 11. D. 

BepXOBIJ;eB， KpaTKa克 HCTOpHH pa60可ero
.llBHiKeHHH B POCCHH (1861-1917 r.)， rocy.ll・

H3.ll・口OJlHTHQeCKO員 JIHTepaTypbl，MocKBa， 

1962， CTp. 307. 
(注 9) l1CTOpHH KDCC， TaM滋 e，CTp. 59. 
〔注10) 況(YPH.<<PyccKaH IllKOJla))， 1905. N27-8， CTp. 

54-55， H3 CT. B. 11. BOJlKOB， 113 HCTOpHH 

rre.llaroru可ec託0詰 MblCJIIIJOI pOCCIIお BrrepHO.ll 

peBOJlIOIJ;HH 1905-1907 rr.， iKypH. <<CoBeTcKa宜

De瓦aror諸Ka})(B CJleぇ.C. D.)， 1955， N2 10， 

CTp. 77. 
(注11) H. A. KOHcTaHTHHoB， O<repKH rro HCTOpHII 

Cpe.llH巴詰IllKOJlbl，focY.llapCTBeHHoe y田 BHO・

rre.llarOrHQeCKOe H3.ll. MIIH誌CTepCTBa rrpo-

CBelljeHHH PCφCP， MocKBa， 1956， CTp. 75-

77. 
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(注12) ベ・ L ヌ・ポノマリョブ獄修，ソ巡政治絞済liJf

究会訳， 1ソ連邦共産党史j，現代社， ifll分間，

1ヲ59年， p.120. 

〈注13) レーニン， 1ロシヤにおける本命の始まり j，(1) 

28巻， p.86. 

(注14) KpaTKal1 HCTOpHl1 pa60可ero江BHlKeHHl1 B 

POCCHH， T昌弘1)!(e， CTp. 318-323. 
(注15) ベ・ユヌ・ポノマリヨブ，向， p.121-2. 

(注16) A. C. 6YT.HrHH， IO. A. CaJlTaHOB， YHHBe-
pC沼TeTCKoe 06pa30BaHHe B CCCP， H3tl.. 

MOCKOBCKoro yHHBepcTeTa， 1957， CTp. 122-
209. 

(注17) コンスタンチーノブ政修， H券!万民二他ilT<， 11止

界教育史J第 2巻，育S向社， 1954年， p.87…88. 

(注18) ABOK混 6.φOHtl.tl.errapTaMe廷TaHapOtl.HO・

ro rrpOCBell¥eHHl1， tl.・N22， 1905，可.1， J1. 21， 

H3 H. A. KOHcTaHTHHoB，TaM )!(e， CTp. 78. 
(i:i19) T邑M)!(e， CTp. 79. 
(注20) KpaTKal1 HCTOpHl1 pa60可eroぷBH)!(eHHl1 B 

POCCHH， TaM )!(e， CTp. 353-361. 
〔注21) マルコフ婆，山下竜三沢 1ソヴェト労働組合

運動史j，青木議広， 1955年， p.61…62. 

〈注22) JI. K. EpMaH， 60且b6a 60JlbIlleBHKoB 3a 

BOBJle可eHHeHapo瓦HbIXYQHTeJle員BpeBOJlJO-

IJHOHHOe tl.BH)!(eHHe B 1905 r.， )!(yp託.C. O. 

1955， N2 4， CTp. 61-62. 
(注23) TaM )!(e， CTp. 64-65. 
(注24) TaM i張。 CTp.66-67. 

(注25) B. 11. BOJlKOB， 113 HCTOpHH rre江arorH可eCKO誼

MblCJlH B pOCCH狂 B nepHOtl. peBOJlぬは民百

1905-1907 rr.， )!(ypH. C. O. 1955，ぬ 10.CTp. 

85. 

①~民教育笠?王患を地方分権化し，平等，秘草野，
l夜接選挙による窃治機関へ移譲すること。①普

通主義務初等教干ぎの災施と小学私生徒に教科遜，

筆記用具ε，衣耳目，食事を無料で支給すること。

①初等中等学校の普通教育的役務の義務的保

障，職業教育は普通教育を慕礎にすべきこと。

①初等教育から高等教育への自治な進学を宇tう

無後単一学校教脊制度の創設。①全べてのタイ

プの学校で母穏での教育なきだ施すること。①教

育上の1範幸11における性別，民族別，階級別のあ

らゆる差別の廃止。G)努女共学の実施。@宗教

教育の非善義務制lの承認。①教育の自治(教授学

習方法や教科議選択他〉。⑬卒業学校による権

利，特典の雲寺1.1:。⑪教科$，参考-lr-，学校図Z書
館府議案審などの特別検閲の禁止。@伎t誌の教脊

的言者要求を満すこと。⑮教育事梁への個人的意11

主主，自由をとり入れること。

(注26) レーニン 1民主主義革命における社会民主党

の二つの戦術j，語~9 巻， p.50: 

〔主主27) 向上， p.95. 

(注28) KpaTKal1 HCTOpHl1 pa60Qero tl.BH)!(eHH毘 B

POCCHH， TaM )!(e， CTp. 350. 
(設29) レーニン， r-モスクワ 4r.fj-.の教訓Ij， grS 9巻，

〔注30) Ko BceM y可all¥HMCl1(06pall¥eH滋e)，ACTpax. 

(注31)

(注32)

(注33)

(注34)

(注35)

(注36)

(注37)

Ci:i38) 

(注39)

(注40)

(注41)

(主主42)

Ci::-¥:43) 
(注44)

(注45)

yQ日HH可eCKal1COIJ. tl.eMOKpaT. opraH諒3aIJHl1，

H3 H. A. KOHcTaHTHHoB， TaM :;毘e，CTp. 205. 
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「見通し」と「規律jについては， 1マカレンコ

全集」邦訳，第 5老妻，明治IZI怒， 1965年参照。
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urABOKH6，φ.且errapTaMeHTaHapoぇHoro

npOCBell¥eHH.H， tl.. 57-2，可.10， 1905， J1. 88.日3
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定される。

且oKyMeHT，1-14， CTp. 205. 
これも日付はないが， 1モスクワとベテノレプノレ

グで再びバリケードの存在で闘かっている」とい
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れる。

Ci:i46) 丘oKyMeHT，1-13， CTp. 204. 
(注47) 1905年 3月 8日付『ブベリヨード』紙によれば，
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(主主69) H. A. KOHcTaHTHHoB， TaM i五e，CTp. 80. 
(主主70) ApXHB A口H PCφCP， φ. M 27， ぇHccepTa-

UHH 51. B. na日中日況OBa，CTp. 67. H3 K. E. 
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CTp. 75. 
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結 び

n 1905年革命のもたらしたもの

ツアーりの 110月宣言」がでるとブノレジョジーはもち

ろん，自由主義者やメンシ z ピキまでも革命の隊列を離

脱し，飽ガで政府は講和によって寧の精鋭をそスクワに

派迭することに成功し，かくて12月モスクワ武装蜂起は

激鈎10日後，その後の勢力の滋存を図って意図的に中止

された。しかし，この一年間に教育の分野を中心として

もつぎのような諸要求が実現された。

教育機会にかんしていえば，全濁在学者総数は1904:4三

の62万人から1908年には70万余に，すなわち1905年を含

む仲間に15%の物防みTL。また1905年だけでも労働

者，農民，教師，生徒の要求でiω校の教会的協小雪校

を閉鎖させ， 1355校の普通教育さ詳校の開設を実現した。

中等学校への編入試験が突現し，女子ギムナジウムの自民j

範科進学の専門科目の言干点4以上は廃止され3)大学入学

のさいの品行考査替の写しの提出も廃止された。何より

も大学への入学資格がこれまでの男子ギムナジウムのみ

から女子でも実科学校からでも入学できるようになった

ことである。モスクワ大学はこれによって1906年には学

生が5千人から 9千人に増加した。

教育統制にかんしては，大学生のストライキへの談歩

として，学長，部学長，学部長，教援の選任機が教育大

尽から大学会議へ移譲され，大学の秩序の責任が教警会

にゆだねられ，学生は大学内での集会の自治を獲得した。

11月の通達で， 1)生徒の行動規則や試験の方法，学級

担任の任命などが，学区主任から教職員会議に移され，

2)同じく生徒用闘の補充権が与えられ， む教職員

会議に，炎族団長や市長の選挙権が与えられた。また教

師には，学区当局の許可なしに傭人教授を行ったり，寄

宿舎へ訪ねてゆけるようになった。父母も，父母委員選

出のための令学級ごとの協議会をもてるようになり，父

母委員会からだされた提案は教職員会議で、必ず審議しな

ければならないとされた。労働者が中心となった父母委

員会では教部の補充や校長の決定権をもったところもあ

っTこ。

なお，教員組合選動では第3@]BYC大会(1906年7月〉

において，ポリシェピイキが代表議員の多数から支持さ

れ，自由主義者の政織は粉砕された。他方で，ツアーリ

民
ノq

ノ
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政府の動揺を示すものとして，教育大臣:の更迭が綴繁に

行なわれたことである。 1866年から18ヲ7年までの32年間

は4人だったのが1898年から1908年までの10年間に 6人

も交代している。

教授=学習過程の分野では，部分的ではあるが，京共

諾と宗教の減少，社会科学と自然科学の増加がみられ，

ギムナジウムと実科学校の形式的で与はあるが統合がすす

んだ。 1906年の春からは卒業試験からギリシャ諮が除か

れた。とくにポーランドをはじめ一部の非ロシヤ民族地

区での母語による教育の笑施は特さをに価しよう。

訪日脊についても，生徒の校外監督の緩和，サークノレを

組織する自由などが実現された。

このようにツアーリの譲歩によって獲得した諸要求の

笑現のみならず，高校生運動が自らの運動の中で築き上

げたものはツアーリの譲歩にも優るものであろう。その

第一は教育，学習の正しい意味での必要性を把握したこ

とであり，これはツアーリの学校教脊の揚楽と労働(運

動)との結合によってもたらされたものである。第二は

社会の科学的発展法則，見通し路線の把援であり，すで

にみたサークノレで、の学習や闘争のス P ーガγが王示してい

るものである。第三は，仲間意識と規律の強化であり，

遼動の中で rみんなは一人のために，一人はみんなの

ためにJ rわれわれのカは統一にある」などの相言言葉が

生みだされ，要求提出のさいには「代表の一人でも，集

会参加者の一人でも罰するなら霞ちにストに入るであろ

う」との箇絡や鴎窮者への資金援助などにあらわれてい

弘これらの意味は，山年の 2月と 10月にかれらは26

~30歳に達していたことを考えるならば， 1905年のみの

}文楽にとどまりえないであろう。

また，これら教育分野での成果は，まさに全人民的政

治的自由の部分的獲得を含む怒法と国会の実現，主賃霊金の

引上げ， 差幾是民のニ士上

イ化ヒなどの5突足E現見のi中ごfやiドゴでで、得られたものでで、あるo 1905年5)ヲ，

イワノボ市で生まれ， 10月ゼネストで全国に波及した

「労働者代表ソビエトjはロシヤ人民の「偉大な党白星j

の源となり r社会主義総合大学Jと呼ばれたのであっ

た。

2) 第一次ロシヤ葱命期の高校生運動の示峻するもの

すでに述べた種々の制約，限定の下で本論のまま千の結

論としてつぎの諸点を上げることができょう。

第一は，ロ、ンヤの高校生は，社会の後進性ロ農奴制の

残浮を反映し，その出身は主として身分性の絡印を押さ

れかつ階級的性格をも有し，その出身!脅からいえば中間

!替というより支配階級の側にあったこと。この奔プロレ

タリア的インテリゲンツィアの卵から高校生運動が生ま

れたのは，まさに彼らに賂印を押したツアーワの後進性

と専制が専制である以上避けえない教育における前近代

性にたいする不満と直接的には大学生運動の高揚とその

背後にある労動運動と差是民暴動の激発の影響を受けてで

あった。その発生のAA5手は早くも1983年にみられた。直

接的には大学生の影饗を受けて発生したことによって，

すでに大学生運動の中にあった自由主義者z 社会革命党

派と社会民主労働党派の対立を高校生運動の初期の段階

から反映することとなった。しかし，いずれの派の組織

にせよ集倒的自己学習ヱ公共脊を独自的課題として重視し

ていたといえる。

第二は， 1905年秋の高揚刻に発生した組織を加にする

ならば，高校生運動の要求の発展は個別的教脊要求から

全国的教育要求へ，さらに政治要求へという道すじをた

どったことである。そして，第一次ロシヤ革命の高校生

運動は，政治要求実現の過程でこそもっとも個別的教育

望書求が実現されることを示したといえる。また，教育要

求の質は，基本的には近代教育康郎の突現であったが，

差是奴制の残俸と帝国主義の併存というロジヤの特殊性を

反映し，前近代的教育要求と社会主義的教育要求を附加

することとなった。

第三は，戸シヤの高校生運動における要求の発展と闘

争形態の発炭は，相互規定性と相対的独自性をもってい

た。それは，要求と関争形態の発展，見通しと規律の発

展が総体として弁証法的松Ii:補完性を有しているととも

に，要求と~遜し，闘争形態と競律がそれぞれ学習活動

と組織活動の発践を通じて一定の独自的規定性をもちう

るからである。それはまた，学習と組織が情笈によって

媒介されているとともに相互に独自的発渓をなしうるこ

とによるのであり，戸、ンヤの高校生運動における姿三誌の

発燥が社会氏支労働党の影響如何によって，また闘争形

態が労働運動を中心とする情勢によって鋭定されたの

は，前者は学留に，後者は組織を通じて主たる規定性を

もちえたからであろう。もちろんこの規定性を教育史や

比較教育の法則性に敷街ずることは，すでに述べた資料

の偶然性による史実との議離やロシヤの後進性とのかか

わりから避けなければならないであろうが，これらの規

定性こそが，序で述べた未労働力人口としての高校生が

本質的に有する欠陥を克服せしめた主要な要図であった

ことはL九、うるであろう。

第四に，生徒にとって自由のない情況下では教綿にも

自由がなししたがって問者の運動は相即牲を有するし，

1905年のさいにもそれは BYCの結成や教員社会民主主

義向盟の活動によって示されている。だが，処方でツァ
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ーリの二部政策に，意図的，無意識的にか協力した教師

が大部分であったことが，高校生運動の教師への対応に

おいても二部政策をとらせることを結果した。

第五に，カデットやエス・エノレにみられた，実在とし

ての政治と教育の結合の否定は，その影響下にあった高

校生運動の首尾一葉した政治教育の拒否，軽視，霊的に

連らなっていたこと，すなわち，政治と教育の関係の把

握は政治教育の科学性と表哀をなしていたといえる。

第六に，これまで述べた内突をもっ高校生運動は，当

然，教育運動として位霞づけられるべきであり，かつて

「教育史研究会Jが『資本主義社会の教育法則Jの中

で， 19世紀末から第一次大戦までの教育法射を定式化し

たさいに1"""革命的教師の出演，教闘がひとつの社会集

団として成立する」を指摘しつつも学生，生徒の運動に

ふれられていなかったことは補正されるべきであろう。

最後に，以上の小論からおのずと抽出されるいくつか

の反省を記さなければならない。その第一は，高校生運

動自体の実設的解坊に念、で，発掘された資料にたいする

必要とされるに充分な脳鳴をなしえず，したがって導き

だされた命題を普滋的法則性の純度をもつものとして提

起しえなかったことである。これは，対象がわが国の研

究で、未開拓な分野であったことからその突証的解明を第

一義的に意図としたことによるばかりでなく，何よりも

第二の反省としての，自己のこれまでの教育史・比較教育

研究方法論における運動史的分析視点の欠落によって結

果された方法論上の未熟さから出ているものである。第

三は，教育学の分野でも国際的学術交流が拡大しつつあ

るときに，r;m際的視野にもとづいて与うかぎり充分な資

料蒐集がなしえたとはいえないことである。とくに，早

くから社会民主労働党の影響下にあった南部ロシヤ団や

技会革命党の影響響下の諸組織，蒸百人組的高校生組織の

存否など。第四は，高校生を総体として把握し，ギムナ

ジウム，実科学校，職業技術学校ごとの特殊性の分析の

欠除。第五は，高校生のプチブノレ的性格の直接的源泉と

しての父母や農民の運動との関連把握の欠除などが上げ

られよう。

終りに，本論文の作製過程において，本学部教育史講

座の鈴木朝英先生，上杉重二郎先生，大学院諸兄姉，そ

の他多くの方々の有益なご指導とご援助をいただいたこ

とをここに附記し，感謝の意を表します。
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