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第一次ロシア革命期の全ロシア中等学校教員組合運動

竹田正

，UBHiKeHHe BCepOCCH詰CKoroCOID3a yqHTe~e殺 H )J.e兄Te~e語

cpe)J.He故IIlKOJ剖 B nepHO)J. nepBO滋 pyCCKO員 peBO~IDUHH

MacaHao TaK3)J.a 

小論の目的は，第一次ロシア人民革命の頂点をなした 1905年 12月のモスクワ蜂起臨後

の教員組合運動， とくに 1906年 2月の創立大会を中心とした全ロシア中等学校教員組合

(Bcepoccuii:cK凶 COID3ytJ:UTeJIe訪日)J.elITe瓦eiicpeぇHe政llIKOJIbI)の運動を解明することである。

これを通じて，第一次ロシア革命 (1905年 1月-1907年 6月)期1)におけるロシア教員組合運

動の最大の論争点で、あった，教員組合は， r職業的口政治組合 (DpolteccUOHaJIbHO-rrOJIHTUqeCK凶

COID3)Jか f労働組合 (Dpo争eCCHOHaJIbHbI詮COID3)Jか， の論争にかんする従来の研究視座を

再吟味することにある2)。

分析対象を主として創立大会 (1906年 2月9-11臼)にしぼったのは， 第一次史料の制約

からくる消極的環出もあるが，創立大会においてこそ，当該組合の基本的特徴が顕然となると

考えたからにほかならない。基本史料は， f1906年 2月9-11B，イマトルにおける第一回全ロ

シア中等学校教員大会議事録J(モスクワ， 1906年)マある。
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1. ツアーりのニ面政策とブルジョアジーの分裂

1905年 12月四日， ボリシェピキー・モスクワ委員会とモスクワ労働者代表ソピエトの呼

びかけによって，革命勢力を次の高揚に鍛えて温存するため，モスクワ十二月蜂起は中止され

た。モスクワ十二月蜂起の敗北は，直接的には，モスクワに駐屯していたロストフ連勝の 12月

2 Bの反乱とそれにつづくモスクワ守備隊の動揺が， 12月 7Bからのモスクワ労働者代表ソビ

エトによる政治ゼネスト(さらに 10日からの武装蜂起への転化)に結合されなかったこと，お

よび，ベテルブルグ・ソピエトの弱体化によって政府の挙中に確保されていたベテルブソレグー

モスクワ開の鉄道を利用してツア{リ政府が，セミョーノアスキー連隊を派遣しえたことに

よってもたらされたものであった。

しかし，十二月蜂起の敗北の背後には，革命を指導する前衛としてのロシア社会民主労働

党がポリシェピキ{とメンシェビキーの方針上及び組織上の分裂により，革命の主導勢力とし
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ての労働者階級の関争を全罰的かつ統一的に組織しえなかったことがある。さらに，農民が政

治的におくれ，主として社会革命党と立憲民主党の影響下にあり，十分，組織的かつ断閤とし

た闘争になりえず，思想的にも組織的にも，時期的にも労働者階級との同盟に徹することがで

きなかったこと。それによって「箪服を着た農民」としての兵士が，部分的に英雄的反乱がみ

られたにもかかわらず大多数はツアーリに忠実であったことによる。 他方で， ツアーりは，

1905年 8月， 日本との講和を結んで臼露戦争を終結させ， アジアから認ーロッパ・ロシアへの

軍隊の移送を行ない 5倍、ノレーブリにのぼる赤字による財政的破綻と金本位制の崩壊の危機を

ロシアに投資していた平野国主義話国からの援助にすがり，反動勢力のムチを強化しつつ，同時

に，中間諸政党をかかえこむためにいくつかの立憲的幻想を与えるアメの政策をとった。立憲

民主党を含むブルジョア自由主義者はこの陥葬にはまった九

ツアーリがブルジョア自由主義者に与えたアメは， 1905年 8月6El，諮問機関としてのい

わゆる「ブ、ルイギン盟会Jの約束とその失敗のあとの， 1905年 10月17日の「宣言J(MaHHφeCT 

06 ycoBeprneHcTBoBaHHH rocy，ll.apCTBeHHoro IIOp克広Ka)であった。これによって，言論，集会，

結社の自由などの政治的自由と立法権をもっ閤会一一いわゆる「ヴィッテ間会jが約束された。

さらに， モスクワ蜂超の真只中 12月 11日にこの盟会の選挙法が発表された4)。 これら

のツアーりの徴笑にたいして，ブルジョア自由主義者の右翼は，ゼムスヴォ運動の右派と商工

業者を結集し r停滞も革命的騒動をも斥けるj ことを綱領にうたい「十月宣言」を支持する

rlO月 17日間盟J(COI03 17 OK叩 6p5I)を結成した。フツレジョア自由主義者の左翼は，解放同盟

(COI03 oCB06mK，lI.eHH5I)と立憲派ゼムトヴォ連合が合同し， 1905年 10月 12-18日創立大会を

もち立憲民主党 (KOHCTHTYUHO羽田孔eMOKpaTHQeCKa沼田pT瑚)を結成した。かれらは民主主義

的小ブ、ルジョアジーと大ブルジョアジーの反卒命分子のあいだをたえず動揺し，モスクワ十二

月蜂起の敗北の後， 1906年 1月 11-15Elの立憲民主党第 2回大会で革命政党と手を切ること

を確認した5)。

自由主義的インテリゲンツィアの団体， r自由職業協会連盟J(Co悶 3COぬ30B)は， 1905年

5月8日，モスクワで第一回大会を開き(これには全ロシア教員組合も参加6))その後， r十月

に対して批判的決議を採択し，ヴィッテ盟会選挙もボイコットを決議するなど反体制の側

に一定程度立っていたが， 1906年に入って，その態度はあいまいになり，同年末には解体消滅

の道をたどる7)。

民主主義革命の遂行，とりわけ， 10月 17日の獲物をめぐって，宮廷党 (KaMapHJJb5I)や黒

百人組 (4epHa5ICOT悶)などの反動派とプロレタリアートの前衛である社会民主労働党の中間

諸政党は，基本的にこつのグループに，すなわち「自由主義的 z 君主主義的政党Jと「革命的=

民主主義的政党」に分かれた。前者のうちの右翼(十月十七日向盟，法治党，商工党など)は，地

主と商工大フツレジョアジーの反革命的階級的組織であったが， 左翼(民主改革党，立憲民主党

など)は，明確な階級総織でなく， 人民に依拠しようとする志向と人民の卒命的自立活動にた

いする恐怖とのあいだをたえず動揺していた。これらの政党にたいするメンシェピキーのあい

まいな態度を批判しつつ，ボ Fシェピキーは，右翼にたいしては容赦ない闘争を，左翼にたい

してはその立憲的幻想の容赦なき暴露を提起した。また，農民と小ブ、ノレジョアジーの利主主と立

場を代表していた革命的民主主義的諸政党と諸組織(社会革命党， 農民間盟，なかば労働組合

的な組織となかば政治団体的な組織の一部など)とは， 普通・直接・平等・秘密投票による全
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権力をもっ全人民的憲法制定議会の革命的苔集という目標を基本に，戦闘的協定の可能性を必

要とみとめ，同時に，それらの似非社会主義的性格をたゆみなく暴露することを提起したへ

ツアーリズムのブ‘ルジョア自由主義者への微笑は，ムチの政策，とくにプロレタザアート

とその前衛にたし、する苛酷な弾圧と表裏をなしていた。 r血帝ニコライの『憲法』詔蓄のあとに

は， トレポブとその一味が組織した無数の新しい殺人がつづいた。カザックの狂暴行為，ユダ

ヤ人のポグロム〔虐殺J，~大赦』されたばかりの政治家の街頭での射殺，黒百人組が警察の援
助を受けて行なっている略奪一一革命観争を禅庄するために，いっさいの手段が行使されて

いる。J9)

1905年秋，すなわち r十月宣言j から約 1カ月の間に， ロシアの 100都市で4千人のユ

ダヤ人が虐殺され 1万人以上が不具にされた。モスクワ蜂起の鎮圧の後，ツアーリの弾圧は

ー罵残忍さを増し，革命勢力を根絶するために討伐賎(暴動鎮庄離)を組織し， 1906年 4月ま

でに， 14，000人以上を殺害し， 7，500人を投獄した。「警察的政府は，はたして， りっぱな労働

者とりっぱな農民を逮捕して裁判も審理もせずにいはしないだろうか。人民の事業のためにた
ち

たかった農民の銃殺と答刑は，ロシア全土にわたって行なわれている。ロシア全土は，軍服を

着こんだ，身代なすった貴族の徒党の略奪にまかされている。政府から聞かされたあらゆる自

由の公約は，すべて暴圧者の足で踏みにじられている。どの牢獄も，人民の自由のための闘士

で超満員になっている。10)J 

1906年はじめ，ツアーリ政府が， 39県で戦時体制 (BoeHHoerrOJIO:tKeHHe)， 15県で戒厳状

態(可pe3BbIQa如 a冗 oxpaHa)，28県で特別警備 (ycHJIeHHa兄 oxpaHa)としづ非常鎮庄体制を敷い

たもとで，ベテルブ『ルク干の工場主たちは， 1-2月にかけての工場再開にさいして r勝手に労

働日を短縮しなし、Jr集会をひらかないJrストライキに参加しなし、Jr管理部に服従する」な

どを内容とする誓約書を労働者たちからとり，同時に活動家労働者の排除を行なった向。

もちろん，労働者階級は弾圧を甘受していたわけで、はなかった。このことは資料 1に掲げ

るロシアにおけるストライキ闘争の統計が示している。ストライキ参加人数において， 1906年

第 1，四半期は，確かに急激な減少をみてはいる。しかし， この期に，政治的ストライキの参

加者が経済的ストライキの 3倍近くに達していること，また，ストライキの勝敗にかんしても，

勝利した人数が敗者の 3倍余になっており， 中でも 2月(勝った者 14，000人， 負けた者え000

人)と 3月(勝った者 16，000人，負けた者 2，500人)の勝利の比率はめざましいものがある。

このような情勢の中で，プロレタリアートの任務はつぎのように提起されていた。すなわ

ち， rわれわれは民主主義卒命をおわったものとみとめ， 蜂起の問題を日程からとりはずし，

『立憲的な』道をとるべきである」か，それとも， rわれわれは，民主主義卒命をつづいている

ものとみとめ，この革命を完成する任務をまっさきにかかげ，蜂起のスローガンを展開させ，

実捺に適用し，内乱を宣言し，あらゆる立憲的幻想に容赦なく焼印なおすべきか」であった。

レーニンは，後者の道を断固として支持した12)。

II. 各地における中等学校教員組合・グループ

の形成から創立大会へ

ツアーリの二面政策，とくに「十月十七日」以降のブ、ルジョア自由主義者の分断と包摂政

策は，教育の分野においても例外ではなかった。ヴ z・ゲ・グラゾブ(B.f. fJIa30B， 1904年4月

lOBから 1905年 10月 18臼まで教育大臣)にかわった『新しし仏教育大詰イ・イ・トノレストイ
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(I1. I1. TOJICTO設， 1905年 10月31臼から 1906年4月24日まで在任)は， 11月の『新しい通達』

で次のようないくつかの「譲歩Jをした。

1) 生徒の行動規則や試験規則，学級担任への訓令，および関係通達の補足から，学区監

督官の許可を得て， r逸脱するj ことが職員会議 (rre，narOmqeCK誠 COBeT)へ許された。

2) 学術委員会(yぜHbI負KOMHTeT)の推薦一覧表を考慮せずに，生徒用図書を補充する権

利が職員会議に委ねられた。

3) r世論」の代表者たち一一貴族団長と市長に，議決権をもって職員会議に参加する権利

が与えられた。

さらに， 1905年 12月から， 1906年 5月までに，一連の命令によって中等学校にかんする

ものだけでもつぎのような「変更」が加えられた。

①女子ギムナジアの教職課税への入学にさいして， 特定教科の評点 4が要求されていた

1904年の通達が廃止された。② 1906年春から卒業試験でギリシヤ語の試験の(それが必修科

自になっていたギムナジアでは)蕗止が指示された。③大学への入学のさいに品行考査蓄の

写しの提出が鹿止された。④部外者のための再試験が許可された。つまり，再試験をした上

で新しい卒業証明書の発行が許された。⑨中等教育終了証明書のための試験を部外者が受け

ることが緩和された。@年金・恩給受給者用{住宅に入ること， および学区当局の許可なしに

個人教授をすることが教師に許された13)。

これらの「譲歩Jや「変更」は，革命運動と結合した生徒たちの運動や先進的教師たちの

運動によってかちとられた側面も確かにある(生徒用図書の補充権など)が，しかし， r学区監

督官の許可を得て」とか r世論j の代表を貴族盟長や市長としている点などは， 当時の生徒

や先進的教部の要求で、あった生徒代表と民主的父母委員会の代表の職員会議参加を拒否し，

晶元スdddへの学校管理権の移管を要求するブ、ルジョア自由主義考たちの要求を貴族団長およ

び市長のレベルで、認めたものであった。ブルジョア自由主義者，とくに立憲民主党の教育政策

は，教育の地方分権=ゼムストヴォ移管の点で一定の進歩性を有していたが，ロシア社会民主

労働党のそれと比較するならば，教育を受ける権利(対専制)， 母語による教育(対大ロシア民

族主義)，学校と教会の分離(対ギリシヤ正教)， 企業での児童労働の禁止(対資本)という基本

的な点で弱点をもっ体制願芯的なものであった。このことは，立憲民主党が，爵家体制につい

て，君主制と民主共和棋のいずれにも設資を与えないとして， r帝国 (HMrrep聞 )jをさけて f閤

家 (rocy，napCTBO)jを用い， r導部政治 (caMo，nepiKaBHe)jを用いずに， r官境政治 (6ωpOKpaTH51)j

を用いたことに端的にあらわれていた14)。

10月 17日以降，ブ、ルジョア自由主義者たちが活気づき，立憲民主党を結党したように，

中等学校教師たちもその運動が全国的に活発になったのは 1905年 10月以降であった。

ただし，モスクワとベテルフ手ルグの中等学校教師たちは，すでに泰の時点で動きだしてい

た。 とりわけモスクワの運動は二つの点で主導的役割を果した。その一つは， 1905年 2月 13

日，モスクワの 121人の中等学校教員の「覚え書きJが出され， 雑誌「法(口paBO)j; 1905年

第 6号に発表されたが，この「覚え書き」が，中等学校教員組合結成への意識的拠りどころを

与えたことであり 15)，いま一つは 10月紅白にその創立組織委員会がつくられたモスクワ中

等学校組合 (MOCKOBC間負 COI03，ne兄TeJIeHcpe，nHe設lllKOJIbI)の規約が，いくつかの地方の組合

規約の雛形になったことである向。モスクワ中等学校組合の規約の特徴は，中等学校を，初等
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および高等教育と結合した自由で自治的学校にすべきであるとしていたことと，組合は「政治

的Jでなく純粋に労働組合であるべきだとしていたことにある17)。組合員数は，当初，急、速に

増加し 500名に達したが，十二月初めのストライキ参加後，弾任により脱退者があいついだ。

ベテルブルグで、は， 1904年に発生した自由主義的教員の秘密クラブ、から，モスクワの 121

人の教師の覚え書きに触発されて，中等学校教員組合 (COI03Y四 TeJleIICpe)l.He説 lliKOJlbI) が

1905年春に生まれ， 全ロシア教員組合や社会民主主義者教員組合 (COぬ3Y明 TeJleiiCOIJ.HaJl耐

えeMOKpaTOB)とともに統一ストライキ委員会をつくって十月ストライキに参加すると同時に，

生徒組織や父母連盟とともに講棋会等を組織した。だが，ストライキのあと大量の弾圧が加え

られ， 41人が免職されたため，さまざまな口実をもうけて多くの組合員が脱退した。免職され

た教師たちのために組合は自分たちの手で「自由学校 (CBo6o)l.Ha冗 lliKOJla)Jを組織した。

このような退職させられた教師たちの予で自由学校を総織した到として他にカザ、ンとサラ

トブが報告されている。サラトフの中等学校教員の組合は 10月 14日に政治ゼネストの影響

の下に行なわれた集会に参加した 80人(サラトブのや等学校教員 200人中)によって組合結成

の必要が宣言された。同時に，純粋に労働組合的な規約草案が検討された。

エジニノボゴ口ドでは，生徒の要求に対する職員会議の態度に反対して， 5，6人の教師が

グループをつくり， flO月 17日j 後に， 組合結成へ動きはじめ， 11月始めにそスクワ組合の

規約をもとに綴合を結成した。組合員は 12月ストライキまでは 117名であったが， 1906年 2

月には 99名に減少した。

ハリコブでも，モスクワ教師の覚え書きへの支持から運動がはじまり 10月 11日に組合

創立総会をもったが，これには 140人参加し，組合員は当初日0人いたのが 2月には97名に激

減した。麗接の原因は弾圧であり，ある教師は 1カ月半投獄された。中等学校教師の組合への

空気は消極的なものとなり，全ロシア組合が創立された場合，加入すると表明したのは， 200名

の教師のうち 40名であった。

ボルタワには全ロシア教員組合 (BYC)の支部があり， 400人の教舗が参加していたが，う

ち中等学校教師は 10%であった。それものちにはあまり集会にも集まらなくなっている。

その地，プスコアでは 10月に 13名でグループが結成され， トヮーラでは，すでに， 1904 

年末から動きがあり，教員共済会から初等教員も中等教員も，ともに，全ロシア教員組合 (BYC)

に加入した (32名)012月初め， 3人の教舗が逮捕され， 2名は釈放されたが 1名は病院に移さ

れた。リパーノくは， 9月初めに 20人で教育サークルを結成した。ボログダにはすでに全ロシア

教員総合 (BYC)の支部があり，全ロシア中等学校教員組合ができた場合， 60-70名の中等学校

教師のうち，加入者は 8-9名と予想された。ブワヤンスクでは 12月にそスクワ組合の規約を

もとに結成，アルザ、マス，アゾブにも運動があった。さらに，全ロシア中等学校教員組合創立

大会には参加しなかったが，運動があって大会組織委員会と連絡がとれていたのは，ザ、ライス

ク，メリトーポノレ，ミンスク，ナノLヴァ，ベトロザヴォーツク，ピンスク， ウスチュジナ，スモ

レンスクタなどであった問。

創立大会へ参加した地域のほとんどにおいて(モスクワ，ベテルブソレグ， トゥーラ， ボロ

グダを強いて)， 10月あるいは 12月ゼネストの影響と 10月 17日宣言によってもたらさ

論，集会，結社の自由のもとで，中等学校教員組合が結成されている。 10月以前に組織があっ

たトゥーラとボログダは，全ロシア教員組合 (BYC)の支部として存在していたのであった。す

なわち，中等学校教員は，学生，生徒，小学校教師，父母の組織など教育関係の運動の中で，
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もっとも遅れて組織されたものであり，それだけに 12月蜂起の敬北のあとの弾在にもろく，多

くの組合で急速な組合員の減少をきたしているo 地方組合の多くは，その性格を労働組合と規

していたが，いくつかは，はっきりと政治ストライキ拒否の姿勢も示していた。モスクワ中

等学校組合の規約が， 10月以持に組織化がはじまった地方組合を鎧期間に全ロシア的結集へと

その志向を誘引する役部を果すとともに，組合の性格規定にも影響を与えたといえる。

1905年 11月21臼の総会で，モスクワ中等学校組合は，全ロシア中等学校活動者大会を，

12月末か 1月初めにそスクワで開催することを満場一致決定した。この大会の目的は，モスク

ワ組合の発生がそうであったように，あらゆるタイプの中等学校の改革を目的とするものであ

った。この大会の当面の課題は，中等学校の改革に関心をもっ全ての人を統一し，改革の原則

を明らかにし，できれば，中等学校活動家の州組合と全ロシア組合をつくることとされた。ま

た，この大会は，純粋に協議的なものとされた。

モスクワと同じ噴，同様の考えが，ベテノレブルグ中等学校教員組合にもおこり，モスクワ

の準備を知り，大会準備をモスクワに委ねたが， 12月蜂起のためにモスクワ大会は実現をみな

かった。クリスマス休暇で，ハリコフ，オデッサなどから若子の中等学校教員がペテルブルグ

にやってきたが，この教師たちとベテルブ‘ルグの教師たちの間で，再び全ロシア組合結成の必

要性が話しあわれ，大会召集をベテルフゃルグ中等学校教員組合とそスクワ中等学校組合の二つ

の事務局の名前で出すこととなり，合同で，綾織委員会がつくられた。組織委員会は， 1月7日，

8日， 22日と 2月8日にペテルブソレグで会議をもち，大会臼程や組織原出，諸報告などを決め，

最終的に大会日程を謝肉祭の終り， 2月9，10， 11臼と決定した。場所については，モスクワ，

ベテノレブソレグの需都市とも避けられ，自由な討議条件の確保のためフィンランド(イマトル)に

決まった。大会運営委員会はモスクワとベテルブ、ノレグの事務局の依頼で 15人になった19)。

1906年 2月 9El，フィンランドのイマトノレで、開催された第一回全ロシプ中等学校教員活動

者大会 (OepBbI設Bcepocc拍 C組員 Cbe3.l1.ytIIITeJIe訪日府兄TeJIe政 Cpe.ll.He負IlIKOJIbI)には， 20都

市から 80名の代表が参加した2叱 この中から議長および 2名の副議長， 計 3名からなる大会

幹部会が投票で、選出され 9名の書記および大会設営と会計責任者各 1名が任命された。参加

者の中には若干の議決権をもたない代表も参加していたが，全ロシア教員組合 (BYC)からの代

表としてオ・ア・ダピアシ (0.A. )lo6IIaIlI)が参加していることが注gされる。これは，すでに結

成されていた全戸シア教員組合 (BYC)に，多くの中等学校教師が参加していた(例えば， 1905 

年 4月 11日，ベテルフ。ルグにおける BYC設立準備大会への参加代表 152名中，中等学校教師

代表 52名が含まれていた)ことによると思われる。さらに，地域設鵠では全ロシア教員組合支

部に加入している中等学校教師がこの大会に参加していること(例えばトゥーラやボ戸グ夕、、)，

その他，首都ベテルブ、ルグにおける統一ストライキなどの影響も考えられよう。

大会の経緯の概略はつぎのようなものであった。

まず，大会は組織委員会代表，ア・エリ・リポフスキー (A.J1. J1mIOBc閥均の開会の辞で始

まったが，かれは，演説の中で，われわれの大会はもっとも不安にみちた移行の瞬間に開かれ

ており，古い学校とその体制は死にかけており，すでに倍々の改善ではなし根本的な改革が

必要であることを強調した。かれは「このような闘争はまず第一に，われわれの勢力の統ーを

要求する。目的と理念の一致，行動の一致は組合へとつながる……ロシアの全ての中等学校の
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教育者は団結せよ/新しし一一民主的で自由な自治的学校万才/Jと演説を結んだ21)。

大会に参加で、きなかった地方(ウラジカフカース，カザ、ンなど)からのメッセージが読みあ

げられたあと， 組織委員会合代表してエム・エヌ・カヴァリェンスキー (M.H. KOBaJleHCKI酬が

この大会の経過報告を行なった。

秘密投票によって大会議長に，ア.;r.リ・リポフスキーが，副議長にエム・エヌ・カヴァリェ

ンスキーとヴェ・イェ・ダニリェピッチ (B.E.瓦aHl1JleBl1q)が選出された。

以上で第一日目の議事は終了し，第二日呂 (10日)からは，次の順序で討議が行なわれた。

(1)各地の代表の活動報告(内容は主に，生徒の動向，父母の動向， 教師の運動について)， (2) 

教育省通達への態度(緊急、提案による)， (3)全ロシア中等学校教員組合の基本的性格について

(職業=政治組合か労働組合か， および， 全国単一組織か協議体的連盟組織か)。第三日目 (11

日)に入って，同教育研究機関の設立， (5)生徒への態度について， (6)組合の営業， (7)組合

規約について， (8)弾圧反対決議， (9)学校改革ス口ーガンについて， (10)父母の組織について，

(11)戦術問題， (12)共済保検，の討議がなされ，最後に，弾圧で{回れた人びとへ黙擦を俸げ，

閉会した。大会でとくに論争になった議題は，組合の性格，生徒への態度，組合規約，学校改

革スローガンであった。

111. 金ロシア中等学校教員組合創立大会における論争

大会第二日目，各地の活動報告が終り，大会内容および氏名の公表問題について若干の討

論をしたあと，議長ザポブスキーは，霞ちに，般会の性格について討議する予定であったが，

代議員ア・イ・ヤノピッチ (A.I1.兄HOB目的から r学校の障害回復のための教育省の措置」にた

いする反対決議を大会参加者の署名をつけて発表するよう提案された。これに対し，議長は大

会の一番最後に廻すことを主張したが，ヤノピッチは最後には多くの議事日程があり，署名数

にも影響するとして再度直ちにとり上げるよう主張，結局，議長は決議起草委員会をつくるこ

とを提案し，次の議事へ移ってゆく 22)。その後，この決議は，議事録でみるかぎり討論も採択

されたことも記されていない。専制権力の教育政策への反対決議に対するこのような議長の消

極的態度は，すでにかれの開会の辞の中で，改革後の新しい学校~，警察的思官僚的でない民

主的で自由な自治的学校と表現しながら，現存の学校に対しては，たんに「古L、」学校と述べ

るにとどまり，ましてや，悪の根源たるツアーリ専制政治への批判は一切言及されていないこ

とに，すでに，あらわれていた。議長リポフスキーのこの態度は，第三日目の最初に討議され

た，教育研究の中央諸機関の設置をめぐる討議の過程で，弾圧反対のために情報事務局設置が

提案されたことに対し， r情報事務掲の問題を議事から下し，純粋に教育学の問題を討議するこ

とj を提案したことにもつらなっている向。

議長リポフスキーは r会議の中心的問題に移る」として，最初に次の二点，すなわち， 1) 

組合は必要か? 2)組合は労働組合であるべきか，あるいは，職業的=政治組合であるべき

か，を討議するよう提起した。しかし，第一の点，組合は必要か? の問題については，この

創立大会に参加した教師たちにとってはすでに自明のことであり，これについてはほとんど討

議にもならなかった。問題の核心は，むしろ，どのような組合をつくるべきか? であり，ま

ずもって， r労働組合か，職業 z 政治組合かJが解決され，ついで， r全ロシア的単一組合か，

協議体的連盟か」が決定される必要があった。
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1905年から 1907年にかけての教員組合運動の最大の論争点であり，全ロシア教員組合

(BYC)の創立から第4聞に至るどの大会においても真先きに論じられた「労働組合か，職業

政治総合かJにかんして，中等学校教員組合でも，その創立大会の関頭から中心議題として討

論されたので、ある。中等学校の教師たちはいずれを選択したのであろうか? 結論を先にいえ

ば，討論の後の表決では，わずか 1名の反対で、，中等学校教員組合は「労働組合Jであるべき

こと，すなわち，特定の政治綱領は採択しないこと，ましてや特定の政党の綱領を強制したり

はしないことが決定された問。

この問題にかんして発言した 10人のうち，全ロシア教員組合 (BYC)代表ダピアシを除く，

各地の代表 9名は全て「労働組合」を主張していた。

それでは，このような表決結果と討議情洗は，全ロシア中等学校教員組合が，その創立の

当初から，全ロシア教員組合 (BYC)内部で又，時には外からロシア社会民主労働党ポリシェビ

キー教員たちが主張していたこと，すなわち，教員組合は，あくまでも大衆的階級的労働組合

であるべきで，組合員の経済的，職業的要求で団結し，その要求を実現するために必要な政治

闘争を要求の一致する諸政党と連帯して行なうべきであって，はじめから特定の政治綱領，特

定政党の綱領を組合が採択し，組合員の範囲をせばめ，組合を分裂させるべきでない，という

主張を圧倒的に支持したとみることができるのであろうか? 専制権力の認識・批判において

軟弱なリポブスキーを大会議長に選出した中等学校教員たちが，自らの存在規定，組合の性格

規定においては明確な階級的立場に立つことができえたのであろうか?

これを明らかにするために，われわれは，この問題で自己の態度を表明し， r労働組合」を

支持した 9人の発言内容を詳しくみる必要があろう。まず，特徴的なことは， 9人中， 4人が，

組合は狭い純粋に職業的な課題，すなわち学校の問題にのみかかわること，あるいは，政治活

動はすべきでないことを主張していた25)。さらに，何らかの政治活動を認めようとしている残

りの 5人のうち， 4人までが，一定の条件の下で(例えば，立憲民主党と社会革命党と社会民主

労働党が一致した課題や庄倒的世論となっている課題)，あるいは，消極的表現で容認している

にすぎない26)。ただ一人，ヴェ・イェ・ダニリェピッチ(B.E.且aH珂J1eBrr可)のみが，つぎのよう

に主躍した。 f組合は労勘組合であるべきだ，しかし，総合が政治的活動を自制することができ

ないことは明白である。わたくしは，われわれの戦術は防衛的で、あるべきだということにも同

意しない。わたくしは，反対に，組合は攻撃的テンポをもつべきだと考える。J27)

このような階級的観点から労働組合を主張したものが 9名の発言者中わずかに 1名であ

り，地は，狭い職業的課題のみを目的とする労働組合の主張，ないしは，政治闘争の条件付き

容認による労働組合を主張していた。すなわち，ここには労働組合とはいっても， J厳密には職

業別組合もしくは，政治闘争を排除した職能組合の意識が涯溢している。ここでは，本来，論

争は， r労働組合か，職業口政治組合か」ではなく， r階級的労働組合か，職能的労働組合かj を

めぐ、つてなされるべきであったのだ。しかし，その議論は， r労働組合か，職業=政治組合かj

の論争の重さ放にか，中等学校教師の協調的姿勢故にか，何故か深められなかった。とはし、え，

われわれは，ここから， ロシア教員組合運動の論争点を単純に「労働組合か，職業口政治組合

かj の視点のみで把握することの危険性を自省しうるのである。

組合の性格をめぐる論争にかんしては，むしろ，第この r全ロシア単一組合か，協議体的

連盟かJをめぐって激しく行なわれた。

「全ロシア単一組合j の主張者たち(この立場での発言者は 8人)は，第 1に，全ロシア組
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合は，とくに，力の~~l、地方組織にとって必要かつ重要であり刊第 2 に，組織があるかぎり

中央機関をおくのが当然で、あり 29)，第 3に，闘争は攻撃的なものであり，そのためには中央集

権化が必要であり，とくに，組織活動の初期の今日，一定の権限が必要である3へと主張した。

これにたいして，各地方組織が完全な自治をもった連盟にすべきことを主張した者たちの人)

は，第 1に，各地方の闘争条件が多様であること，第2に，中央機関は認めるにしても，それ

は，大会召集と相互交流のための限定した機能をもつにすぎないこと，第3に，われわれの敵

は，まさに官按主義や中央集権・独裁であり，まずもって，組合自身が自治的連盟でなければ

ならない，とした31)。

このような再者の論戦は，中央集権と自治，統制と民主主義をめぐって行なわれたもので

あるが，両者ともに，中央集権か自治か，統制か民主主義か，それぞれの関係を二律背反とし

て把握した枠内の論議にほかならなかった。これにたいして，前者と同じ，全ロシア単一組合

を主張する立場からではあったが， ダニザェピッチは「中央集権化は， 官僚主義的原理の上

にでなく，民主主義的原理の上に完全に可能である」ことを，エス・イ・シャホル口トロッキ{

(C. 11. Waxop-TpOUKl説)は r中央事務局の存在は，地方支部の自治の可能性を排除するもの

ではなし、」ことを主張し，民主主義的中央集権制にもとづく組織原期の方向性を示した。

投票の結果， 単一の全ロシア中等学校教員組合を皮倒的多数で決定した。反対は 10人で、

あった32)。

さて，大会は組合の性格を以上のように規定したので、あるが，それでは，自己とかかわり

を有する諸組織についていかなる態度，意識をもっていたのであろうか?

まず，組織的にもっとも近似性を有する，全ロシア教員組合 (BYC)への態度をみるが，こ

れについてはまとまった議題としてとり上げられなかったので，それぞれ，他の議題の中で関

連して問題になったかぎりでの態度にほかならない。全ロシア教員組合 (BYC)との関係は，ほ

ぼ三つの議題とかかわって出てきている。その第一は，各地域の活動報告にさいしてであり，

ここでは，概して友誼的関係としてあらわれている。すなわち，ボルタワ， トヮーラ，ボログ

ダのように，全ロシア教員組合 (BYC)の支部からや等学校教師が参加している場合や，ベテノレ

フやルグのように独自の組織を有しつつも，全ロシア教員組合 (BYC)や社会民主主義者教員組合

とともに，統一ストライキ委員会合結成してきたことなどが報告されている。全ロシア教員組

合 (BYC)代表オ・ア・ダピアシの大会参加もこの関係を物語っている。第二は， r単一組合」か，

「連盟Jか，の論争に関連してであり，連盟を主張したア・エヌ・ブロッペルが， r中央集権的組

織が全てを救うことができるとか，中失事務局の活動が全ての加入者の credoを考慮できると

は考えられない。もし，われわれがこの道を歩むなら，全ロシア初等・中等教員組合がそうで

あったように組合はその目的を達成しえないことを確信するJと，中央集権的組織原則に反対

する根拠として全ロシア教員組合を幾分ぼかしながら引きあいに出し非難したことにはじまっ

た。これに対し，オ・ア・ダピアシが「全ロシア教員総合の不必要性についてのア・エヌ・プロッ

ベノレの非難に対し，まず第一に抗議するJ と切り返し， プロッベルは，再び r全ロシア教員

組合は自己の目的を達成していなしづと指摘しつつ， BYCを批判した。論戦は，ダピアシが，

全ロシア教員組合の歴史にかんする誤解に対し自分が抵抗したことを議事録に警き止めること

を要求し，プ P ッベノレも同じく，議事録に， 自分は事実をゆがめてはおらず，ただ，ダピアシ

の言葉を繰返したにすぎないこと，を書きとどめることを要求して終った鈎。この論戦自体は
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泥試合的内容のものであったが，全ロシア中等学校教員組合の中の右派の，全ロシア教員組合

(BYC)への態度を開示している。第三の場頭は，大会3日目(午前)に，新しい学校のあり方を

検討するための教育学委員会の設立が提案されたときであった。 BYC代表オ・ア・ダピアシは，

この提案を支持しつつ r教育事業の共通性を考慮して，教予言学委員会が， 全ロシア教員組合

と合間して，全ロシア中等学校教員組合に組織されるならば，これによって両組合の相互関係

にかんする焦眉の問題を幾分なりとも解決するにちがし、ない。両総合は，未来の学校を共同し

て建設すべきである」と積極的に両組合の協力・協同を提案した。これに対し，ゼ・アリレチン

スキー (3.A.刀y朝日CKH負)は，一般的にはダビアシに賛成しつつも，雑誌の赤字を理由に，

f現在の再組合の機関の合流は時宜にかなったものではなしリと皮対した。ルチンスキーの反

対意見を，すぐにプロッベルがセコンドして，ダピアシの教育学合問委員会の提案は実現にき芝

らなかった。これらの事実は，全ロシア中等学校教員組合の中には全ロシア教員組合 (BYC)を
罵倒し，頭なにそれとの交流を拒否するプロッベルのような右派が存在しており，大会もそれ

を容認していたことを示している。もちろん，ダピアシの発言なり，全ロシア教員組合 (BYC)
なりに問題がなかったわけで、はないが。

討論は「生徒への態度についての組合の戦術j に移った。

問題は，①生徒の運動への組合の態度と，②綿々の総合員の態度についての二つが提起さ

れたが， 論争の中心はどちらにおいても共通しており r生徒の社会的政治的活動への態度に

ついてj であった。報告は，ゲ・ゲ・ポッピェレク(r.r.口onnep9K)によって行なわれた。 r各
組合員は，自らが，卒新された学校をめざす関士で、あるべきで，生徒たちが古い学校体制との

果敢な闘争に陥らぬようにあらゆることをしなければならない。組合の重要な教育的課題の一

つは，校長・教舗にたいする生徒たちの闘争の負担を肩代りすることにある。組合員が，自分

の学校で組合の綱領を実行するさい， し、かなる場合でも， 生徒たちの戦闘的やり方によりか

かつてはならず，反対に，為しうるあらゆる手段によってできるだけ生徒たちのやり方を抑制

するようにすること， これが基礎的な戦術となる。」 また， ア・ヴェ・オブシャニコフ (A. B. 

OBC5IHHHKOB)によって提案され，若子の修正の上， 5人の反対のみで大会で採択された決議は，

つぎのように述べている。 r青年たちは， 四期の情勢によって政治問争の場へ投げこまれ，そ

して，政府は，その弾圧と挑発行為によって，さらに，生徒たちの中に政治運動を煽り立てて

いる。政府は，自己の弾圧活動の武器に職員会議を選び，教師と生徒のあいだに不信をつくり

だし，教師を誤らしている。教育運動への教育者の明確な積極的活動のみが，生徒たちと教師

たちの信頼を回復することができる。……現在の学校の運動のあらゆる異常はすぐになくなる

であろう。J

これは，政府への批判と生徒たちとの信頼の留復について一定の積極的内容をもつもので

あったが，他方，生徒の政治活動を自発的内在的なものとは把握しえない弱点と，今後の学校の

あり方についての超楽観論があった。ポッピェレクにいたっては，生徒の活動の抑制を組合の

「重要な教育的課題J とするほどであった。討議の中で， ヴェ・ヴェ・チホノヴィッチ (B.B. 

THXOHOB践的は，政治活動への否定的態度を本大会の名で表明する必要を強調した。これらに

対し，シャホノレ口トロッキーは，教育的観点から生徒の政治活動を望ましいものとは考えぬが，

全く同情の得られる生徒の社会的=政治的臼決への志向と解放運動への志向を立派なものと

し，ヴェ・イ'"ダニーリェピッチは，生徒の社会的口政治的活動に否定的態度を表明すること

に断閣として反対し，それをすれば生徒との完全な断絶をもたらすと した。大会の大多数
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は r政治闘争への生徒の積極的な参加への自己の態度については何んら語らないことj を決

めた36)。

父母の活動にかんする態度については，カパリェンスキーの決議原案が否決されたが，そ

の理由は，父母の中にある反動的かつ蒙昧な傾向が指摘されていないことにあった。ヤンソン

とピノグラードブの二つの修正決議案が出され 3人の反対のみでヤシソンの修正案が採択さ

れた。その決議はつぎのように述べている。

「第一回全ロシア中等学校教員大会は，学校の間難な時に，積極的支持を示してくれた父母

の進歩的人びとに挨拶を送る。また，父母の反動的かつ蒙昧な大衆の中に，学校の現状にたい

する正しい理解を拡げ， I可様に，かれらの中に，学校教育でも家庭教育においても合理的擦問

の発達することのために，あらゆる方策をとることを組合員に勤めるものである37)J 

次に，大会で，いかなる要求が提起され，いかに討議され，組織されたか，をみよう。

経済要求にかんしていえば，組合の中に，組合員相互の共済保険制度を設けることが，そ

の喰ーの提起であった。共済会規約検討委員会を代表して，シャホルヱコトロッキーとプロッベ

ルが報告したが，その内容は，困窮の場合の月額受領保険金額(① 50ノレーブりまで，② 51-

100， @ 101-150，の三段階に区分)に応じて毎月の積立金(① 17カペイカ， @ 33， ③ 50) 

を納入してゆくものであり，全く互助的なものであった。 この抱 r学校改革案」の討議のさ

い，個人の意見として，学校改革の突現のためには「教員の法律的および物質的状態が改善さ

れなければならなしづと，間縄的に述べられていたにとどまる39)。経済要求にかかわって論議

された唯一の問題であった共済保険制度についても，全ロシア教員組合 (BYC)が，共済保検の

財源負担を社会的諸機関に対して要求し，共済保験制度を，たんなる，組合員の稽立金負担の

みによる消極的なものとしないよう要求していたことと比較するならば，中等学校教員組合の

場合は経済要求において労働組合運動の初期の防衛的段階にあったといえよう。共済保険制度

にかんする要求をめぐる論争は，この制度を全ロシア中等学校総合に，つまり，全国的規模で

統一して設けるか，各地方組織ごとに設けるか，と，いまひとつは，総合員は自動的に全員加

入すべきか苔かであった。前者は，先の単一組合か連盟かをめぐる論争の延長線上にあるもの

で活発な討議が期待されたが，議事臼程では最後に位置していたこともあり，なお事務局で検

討することとなり，今大会では，共済保険制度の実現をみるに宝らなかった。

いわゆる狭い意味での職業的要求，すなわち，学校ないしは教脊にかんする要求は，さす

がに大会参加者の大きな論議を呼んだ。とくに論議の焦点、に据えられたのは，スローガン委員

会から提案された学校改革のスローガン，すなわち改革されるべき学校の基本的性格について

であった。また r国立普通中等学校標準規程案」が報告された40)。

スローカやン委員会の原案は， ~自由な，自治的，民主的学校』であった。委員会報告によれ

ば， ~自由な』とは，官僚的z警察的影響からの自由であり， ~自治的』とは，学校で働いてい

る教職員の内的諸関係を性格づけている。すなわち，学校の内部体制iが互選による方法で行な

われることを意味しており， ~民主的』とは，第一に，中等学校の機会均等であり，ケ)地域的

には，中等学校はあらゆる郡 (ye3江)と大きな村 (ceJIo)につくられ，住民に接近していること，

(イ)費用の点では， 無償への志向をもちつつ， できるだけ低額であることウ)あらゆる

一一身分的，信仰上町民族的，性差別一ーを除去し，勤労者に近づき跡、こと，第二に，均

等学校の普う車教育的性格，および，初等学校の教授要目との連絡，つまり，中等学校の専門化
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と初等学校からの分離が，中等学校を特殊的で少数のものに入りやすく，少数の者のみ必要な

学校にしてしまっていることへの批判であった問。

論争は，基本スローガン主(11民主的』とするか『自由な』とするかにかかわって行なわれ

たが，その底流には，二つの額向があった。すなわち，一つは r進歩的口民主的j潮流であ

り，かれらは閤民教育事業の民主化とともに，一定の中央集権化，とくに，未来の民主的閤家

のもとでの権力の重要な役割とそのもとで、の統制への移行を主張した。いま一つは r自由主

義的=鋼人主義的J潮流であり，かれらは学校の開設と管理における個人的，集団的イニシア

チブの広い自由を主張した。民主派は，そのような自由は，特権階級の思想をもった教育内容

と高額の教育費によって，結局，例外的なもので慈恵的，または，搾取的なものとなってしま

うであろうと論駁し，学校は社会的機関であり，若い世代の教育は，その両親にのみ属するの

ではなく，自らと，民族と，未来に寅任をもつものであり，国立であるべきだと強調した。

民主流の主張が支持され，新たに提起された『世俗的』をも含め (11世俗的』が後から附加

されたこと自体，教会と学校の分離にたいする大会の一つの姿勢を示している)，五通りの案で

表決に付されたが，その全てに『民主的』が冠されることとなった。表決結果は， 11民主的，自

治的，自由な，i:It俗的学校』がもっとも多く 20票を得たが，過半数に至らず再投票にもちこま

れた。結昂，さらに下部組織での討議をつづけ，第二回大会へもちこされることとなった42)。

報告された「開立普通中等学校標準規程案Jではとくに学校協議会(LI1KOJIhHbl負COBeT)と

職員会議 (TIe，n:arOrWIeCK凶 COBeT)について民主化の観点から詳縮に規定され，全ての役職の

選挙制度が賞かれている。また，問題によっては議決権を有する生徒代表の学校協議会と職員

会議への参加が討議された。

最後に，教員の養成と再教育，ならひ、に児童学研究所，教科書，参考書作成のための教育

統計事務局の設置などが提起きれていたことなも述べておこう。

つぎに，組織問題についての論争を分析しよう。

第一に問題となったのは「代議員大会の機能j についてであった。これについては，規約

検討委員会は統一的な原案を作成することができず，三つの案が並列的に報告された。それは，

ベテルブノレグ案とそスクワ案とサラトブ=エザッツ案であった。ベテルブルグ案が大会決定を

無条件に義務的なものとするのに対し，サラトブ=エリッツ案は戦術開題については地方分会

は条件にffi.じて大会決定を遂行しなくてもよい，とし，モスクワ案は両者の中間的なもので，

戦術開題にかんし，予め大会へ当該支部にとっての非義務性を表現できる，というものであっ

た的。ベテルブルグ案の支持者たちは，サラトプ=エリッツ案に対し， r戦術Jの概念がまった

く不明確であり，それが地方支部の完全な自主性にゆだねられたら代議員大会は協議的目的以

外全く意味のないものとなり，組合は無政府状態となる，と批判した。モスクワ案支持者たち

は，われわれは無政府状態を招くなど考えてはいないが，大会決定の全てが義務的ということ

になれば，地方支部にとってその遂行の閤難な場合，組合の崩壊につながると主張。サラトフ

=エワッツ案支持者たちは，組合の基本形態(全ロシア組合の形態)を否定するものでもないし，

地方支部は事実上のこの権利を稀にしか行能しないであろうと反論。先に，全国単一組織を決

していたことからいえば，ベテルブルグの主猿こそその方向に沿うものであり，サラトフ=

事エリッツ案は，実質上 r連盟」にもどるものであり，それゆえ，先に連援を強く主張したプ

ロッベルなどが支持したのであった。サラトブ=エリッツ案の主張や反論はし、かにも受動的・
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消極的なものであったにもかかわらず，投票の結果は，ベテルブ、ルグ案 11粟， モスクワ案 13

ラトフ=.=:.リッツ案 23票で， サラトフ口エリッツ案が採択された。 これによって全簡単

一組織としての笑質は大きく後退した。

「大会の召集Jについては，定期大会の場合， 事務局が大会に報告書を出すこと (18対 16

で決定)，開催は年 2回(庄倒的多数の賛成)，事務局は毎年大会で選出(大多数の賛成，反対日)

することとなれ臨時総会の召集については「臨時総会は①事務局のイニシアチブと，@

組合支部の 1/3の賛成を得た支部のイニシアチブ，によって苔集される」が，倒的多数 (33

対 2)で決定した。

「組合の構成Jについては，委員会からニつの原案，すなわち，第 1案「全ロシア中等学校

教員大会は，組合の綱領をうけ入れ，代議員大会の決定を遂行する自治的な地方支部をもって

構成する。附記: 地方支部は， 中等学校の教師および教師経験者， おなじく保育および寵療

職員をもって構成する。地方支部での会員の受入れは地方支部で行なう j が，個人加入制の第

2集を 25対7で破り，採用された44)0 I大会代議員数j については地方支部組合員数に応じて

定める案が否決されたが，その他，中失事務局員数合 12名とすることやそのうち 1/3以上が地

方支部代議員から選出されることなどは満場一致決定した。

「組合の戦術Jについては，モスクワ中等学校組合の戦術規定がそのまま採択されたが(資

料 2参照)45)，この中には，教脊学的判断ーと矛盾する教育行政機関の通達や規程を無視すること

や生徒・父母・地域住民との間結，職員会議の民主化と権限強化などとともに， Iボイコ y トと

ストライキを含む，あらゆる方策によってj 組合の決定を実行することが規定されていること

は法目される。全ロシア教員組合 (BYC)の第 3回大会 (1906年 6月7B)規約でも，第4聞大

会 (1907 年 6 月 18~24 日)規約においてもみられない明文化したストライキ戦術を採択したの

である。全ロシア中等学校教員組合創立大会の産後に出された労働組合臨時条例 (1906年 3月

4日)において， r労働組合がスト基金を設けたり，労使関の紛争へ介入することも禁止され，

それだけでなく， IF労働組合』とか『階級闘争.lIIFストライキ』といった言葉の使用すら禁止さ

れていた46)Jという情勢の中でのストライキ戦術の採用であった。

IV. 全ロシア中等学校教員組合の終駕

ロシア中等学校教員組合第二回代議員大会は， 1906 年 6 月 4~7 日に開寵され， 51都市

から， 140人の代表が参加した。これは創立大会の 20都市， 80名からは，それぞれ2能前後の

増大となる47)。

この大会では，創立大会より懸案とされていた学校改革案が決定された。大会組織委員会

の報告によれば，普通教育学校の目的は， r生活現象を理解する能力と，科学的思考力および社

会的活動への習熟を身につけ，生活現象の中で自己の位置を判定する手腕をあわせもっている

人格の全面的調和的発達」であるとした48)。学齢は 6歳から 18歳未満とされ， 学校教育は年

齢と知能によって段暗が分けられるo

大会では，中等学校改革案作成に教員を引き入れることを求める特別決議が採択され， IF自

由学校.lI(BOJIbHa51 IllKOJIa)の思想を広めることとなった。

第二回大会では，次のような決議が採択された制。

(1) I閤家は，立法議会によって制定された法律を発布するとともに，立法議会において国

民教育事業を統一すること」および，中央機関は国民教育の発展を促進し，かつ，法律の遂行
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を監視すること。

(2) r修身は他の普通教育科目と同じような教科目とみなすことはできない。Jr宗教教育

にかんすることは，両親と宗教間体に委ねるべきである。J

(3) 学校の管理は， 教育者たちと地域社会の代表者たちの(父母と地方自治体をひき入れ

た)協議会によって行なわれるべきである。

(4) 新しい学校では，生徒の自由が確立されるべきであり，もし，職員会議で生徒たちの

請願が検討される場合は，その職員会議に生徒の代表たちが招かれうる。

大会は，宗教教育の点で創立大会よりも前進的内容を含む決議な採択したのであるが，他

方で， r新しい学校は政治の外にあるj との志向を有していた。

第二回大会への大きな結集と学校改革方針の決定によってその後の運動の拡大が予想され

たが，卒命運動の退潮と反動攻勢の激化により，活動は停滞し， 1907年6月の大会を最後に，

全ロシア中等学校教員組合の活動は停止した50)。

第一次ロシア革命は， 革命の過程全体において「人民の総合大学Jr1917年の大十月社会

主義革命の総稽古」の投割を果すという大きな成果を勝ち得たのであるが，中等教育の分野に

おいても(それが，全ロシア中等学校組合によってかちとられたとはかぎらないが)，職員会議

が，学校内の問題については公的制令から逸脱できることになり，父母委員会の創設が許可さ

れ，男子ギムナジアでギザシヤ語の試験が廃止され，学校内外での生徒の監視がゆるめられ，

図書館での文献選択における制限が廃止された51)

以上，われわれは，第一次ロシア卒命期における全ロシア中等学校教員組合という，わが

国では勿論のこと， ソビエト教育史学界においても 52)未だ本格的分析の加えられたことのな

かった運動を， 主として， その創立大会を中心にして，①意識，②要求，@組織， j，ど柱に

論議を再構成し，争点を浮ぼりにし，その過程ですでに部分的に問題点の指摘も行なってきた。

終りに，三三つの柱を中心に， この組合が教員労働組合としてどのような水準にあったのかを概

括しよう。

意識にかんしては，敵，味方，我についての把握の水準が問題となる。敵にかんしては，

この組合は，国家権力を，敵と把握できず狭い職業的諸関係において把握する低次の段階でも

なしまた，ツアーリ専制権力を科学的に，かつ散と明確に据えた高次の段階にも達しえず，

「警察的=官{僚主義Jとか「閤家Jr政府」など抽象的で、不明確な把握の段階にあったといえる。

味方の把握にかんしても，他の教員組合や労働および農民団体，さらに政党との正しい協

力関保，国際連帯といった広い視野での把握はほとんど無きに等しかった(例えば， 第 3匝全

ロシア教員組合 BYC大会が 4ヵ月後に行われたが，そこには社会民主労働党，社会革命党，

農民間盟，ブンド，ウクライナ急進民主党などが招聴された)が， 生徒や父母の組織とは一定

の条件のもとではあるが共闘を呼びかけており，全く孤立的であった訳でもない。各地方支部

の動向にあらわれたかぎりでは BYCなどとの共闘がみられたが，討論にあらわれたかぎりで

は否定的態度といえよう。

我の性格規定にかんしていえば，教員組合は労働総合か，職業的=政治組合かの論争にお

いては，圧倒的多数ではっきりと労働組合であるとの立場をとり，職業=政治組合という労働

組合と政党を混同・同一視する誤り(全ロシア教員組合 BYCの当初の多数派の誤り)は犯さな

かったといえる。すなわち，労動組合に特定政党の政治綱領を採択させて労働組合を狭い政治
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団体化することなし大衆的労働組合の路線を歩んだのである(このことが第2回大会への代

表の増大をもたらした一因であろう)。その点では，たしかに，組合の科学的規定をもって自己

の位置判定をなしえたかに見えるが，他方，労働組合規定の採択は，誤った職業=政治総合路

線への批判として行なわれたというよりは，むしろ，権力把援の抽象性，妥協性と表裏をな

す，政治一般への嫌悪，教育闘争や経済関争と政治闘争の分離，教育と政治の分離につながる

内容を(多数派の主張のやに)もっていたといえる。その点では，教員労働組合運動の初発の教

員共済会または教脊研究会から一歩前進した職能主義にもとづく職業別組合の水準であったと

いえよう。

要求の水準にかんしては，上にのベた我の規定と密接にかかわっており，経済要求にかん

しては全く初発の防衛的段階にとどまっていたといえる。職業的要求=教育要求にかんして

は，さすが組合創立の中心課題を学校改革に挺えていただけに，スローガン討議における「民

主的Jの内容とその思想的基盤における未来展望的論理の一貫性を感知させるに足るもので

あった。さらに，それは「国立普通中等学校標準規程案j にみられる職員会議の民主化を基礎

とした精級な中等学校改革案として兵現した。とはし、え，この点でも，敵と味方の把握におけ

る意識水準を反映して二つの問題があった。すなわち，一つには，ツアーリの学校を r"d¥t
校Jとしか規定しえず，また，母語による教授と宗教教育にかんして弱点(後に克服されるが)

を有していたことであり，これは，ツアーワの教育政策の基本が①専制，②ギリシヤ正教，

③国民性， の三位一体政策であったことを考えればその弱点の意味するところは大きい。い

ま一つは，中等学校改革案は精徹なものとして提起しえたが，教育全体のあり方についての改

革展望はなしえなかったことである。それについては教脊学委員会や見章学研究所を設立して

検討するとの構想であったが，それすら，小学校教師の協力を拒否してのことであり，眼界を

有していた。

「盟立中等学校標準規程案」にもとづく，中等学校改革の実施のためには，とりわけそれが

「菌立jをのみ志向しているだけに(これ自体，原理的にも運動論的にも問題があるが)，この教

育要求と結びついて，当然，政治闘争が提示されてしかるべきであった。すなわち，小学校の

改革が， 1905年だけでも労働者，農民，教師，生徒の要求で 1，049の教会附属学校を閉鎖し，

代りに 1，355校の普通教育学校を開設した実例にならって， 十二月蜂起の敗北後の革命運動を

海高揚させる闘いに主体的に加わる中で中等学校改革をなしとげようとするのか，それとも，

当時の自由主義者たちの最大関心事であった。 1906年 2-3月の第一帝国議会選挙(ヴィッテ

国会)に参加して実現するのかなどが，当然，提示され，要求されるべきであった。もっとも，

大衆的で、はあったが階級的で、はなかった労働組合がそれをなしえなかったのも，また，当然の

ことであった。

最後に，組織についてであるが，労働組合組織の三つの発展段措ともいうべき，複数の地

域組織の形成，地域組織の独自性を基本にした全圏的協議体の形成，民主集中制にもとづく全

間単一組織の形成，において，大会当初，激しい論争を経て，協議体的「連盟」案を排除して，

全国単一組織としての全ロシア中等学校教員組合を決定したのであるが，後の，代議員大会の

機能及び組合員資格と代議員選出手続きなど，組合規約の実費的規定にかんしては協議体的内

容を決定した。すなわち，形態における最高水準の選択と内実における中間的規定が並存して

いたので、ある。このような，形態と内実の矛扇は，戦術についてもいえる。すなわち，モスク

ワ中等学校組合の規定をそのまま採択して「ボイコッ人ストライキを含むあらゆる方策」の
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戦術という，表現しうるあり方としてもっとも高い水準での戦術形態を確認したのであるが，

この戦術決定にたし、する選択自体が地方支部に委ねられているし，すでに，各地方支部におい

てストライキへの嫌悪とその字句によって脱退をきたしていることが報告されている。

形態と内実の矛盾は，すでにみてきたように，労働組合規定においても，学校改革ス口ー

ガンにもみられるものであるが，全ロシア中等学校教員組合が，何故このような形態における

高い水準の選択と内笑における中位，もしくは経済要求のような低位の水準，といった特徴を

きたしたのであろうか?

われわれは，第一の要因として，中等学校教員の経済状態と社会的出自からくる中間層的，

自由主義的意識によると考える。すなわち，かれらの賃金は小学校教締の 2-10倍という富裕

な小ブルジョアジー並みの生活が保関されており m，かれらの出自の 2/3は貴族と僧職であり，

~等学校教師(男子)の約半数が当時は稀有であった大学卒業者であった向。第二に，組合創立

の経緯にみられる他組織の模倣，依存性による。創立大会以前に地方グ、ループのいくつかが，

モスクワ中等学校総合の規約を採択，もしくはそれを土台に綱領・規約を検討していたし，大

会自体においても規約検討委員会はそスクワとベテルブソレグの規約を素材に検討している。そ

して何よりも最大の依存性は，各地の組合が 10月17日以時に，すなわち，労働者，農民，

兵士，学生・生徒の全般的卒命運動の力で，ツアーりに集会，言論，結社の自由の「宣言Jを

余儀無くさせたあとに， その枠内で組織されてきたことである。 第三に， そのこととかかわ

って創立の時期が，まさに，ツアーリのアメとムチの真只中にあり，また，革命運動の側もそ

のまま停滞，数北へ向うか，再び高揚しうるか微妙な段階にあったこと合反映し，表面上の勇

ましさと内面的恐怖が混沌の中にあったので、あろう。第四には，議論そのものが皮相的なもの

に終ることが多く，理論的に深められた討議が必ず、しもなされなかったことによる。その理由

は，議長のリポフスキーが，議事進行を相当急いだ様子がみられることと焦点のしぼり方が適

切で、なかったこと，あるいは戦術のように最後で時間がほとんどなかったこともあるが，基本

的には，ダニリェピッチやシャホノレ=トロッキーなど，一貫した組織論の展開をなしうる力量

をもっていた代議員がほんの少数しかいなかったためで、あろう。第五に，これら全体を含めて，

ロシア中等学校教員組合創立大会が，立憲民主党，すなわち， r自由主義的=君主主義的政党

の左翼」によって指導されたで、あろうことによる55)。

小論を終えるにあたって一言，つけ加えておきたい。すなわち，ソビエト教育史学界およ

び歴史学界を通じて，これまで第一次ロシア革命期の教員組合運動をもっとも精力的に研究し

ているエリ・カ・イェルマン教授は.K. EpMaH)が， この期の教員運動の最大の論争点を教

員の f労働組合 (rrpoやeCCIIOHaJlbHbI説COI03)J か職業的ココ政治組合 (rrpoやeCCIIOHaJlbHO晴

rrOJlIITIIQeCKl必 COぬ3)J か，というニつのカテゴリーで分析しているが，小論で解明した如く，

前者をさらに二つに分解するか或は，新たに附加するかによって，三三つのカテゴリーによって，

すなわち， r~皆級的労働組合ム 「職業的=政治組合J， r職業別組合j によって分析されるべき

である。これに対し，イェノレマγ教授は，全ロシア教員組合 (BYC)の分析に用いたのであるか

ら先の二つのカテゴリーで分析可能との反論も予想されるが，われわれはそうは考えない。わ

れわれは，第一次ロシア革命期の教員組合運動を分析するさいに，どの組合に対象を隈定して

も三つのカテゴリーが必要であると考える。いうまでもなく，全ロシア教員総合 (BYC)の分析

においても。そのことを今後のわれわれの課題としょう。
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資料 1 ロシアにおけるストライキ統計56)

(単位千人)

年 度 1905 1906 1907 

間 当主 期 1 TI J江 JV 工 TI J!I IV I 1 TI JlI IV 

総 数

{緩済的ストライキの参加者
内訳{

l政治的ストライキの参加者

年 度

四 司王 期

ストブー'寸キ(労働者に有利

妥協

結果 履い主に有利

総 数

工 ;江

158 71 

267 109 

179 59 

的4 239 

1905 1906 

買 IV I TI JlI 

45 95 34 86 37 

61 235 28 58 46 

59 100 11 78 42 

165 430 73 222 125 

資料 2 会ロシア中等学校教員組合第一盟(創立)大会で採択された組合の戦術規約57)

IV 

6 

8 

23 

37 

(1) 学校生活の内部運営の開題において，また，綿々の教科の教授編成にさいしては，教

育学的判断から出発し，教育学的判断と矛蹟する教育行政機関の通達や規程を無視する。

(2) 学校と，生徒たちおよび生徒たちの父母，教授=iVlI育問題に関心をもっている地域の

社会的勢力との盟結をあらゆる方策で実現すること。

(3) 職員会議の権威の強化に即刻努力すること，および，学校の管理機関の選挙権と職員

会議において表決によってその新しい成員を採用する権利を職員会議に付与することを獲得す

ること。

(4) ボイコットとストライキを含む，あらゆる方策によってお互いに支援しつつ，組合の

決定を職員会議で実行すること，および練上げられた計画によって統一して行動すること。

(5) 陪じ目的の実現に努めているあらゆる組織との交流を確立すること。

(6) 組合員の中でその活動のために苦しんでいる人たちを精神的にも物質的にも支援する

こと，そして，この目的をもって，ア)組合員の共済碁金と仕事を採す事務局を設けること，

イ)行政機関の勝手な行動を暴露し，自分たちの仲間を弁護するために， 進歩的な定期出版物

との交渉をもつこと。

〈注〉

1) ところでわが溺におけるロシヤ・ソピ、エト史の研究者たちが，第一次ロシヤ革命期の鱒別史を叙述して

いるさいの一つの問題点は， 第一次ロシヤ革命の時期区分を 1905年 1月 9S (血の日耀日)から 1907

年 6月 3日(第二盟会解散)までとする定説を脊定しながら，率実上の叙述としては， 1905年の個別史

の叙述で終ってしまい， 1部6-1907年の叙述を省略していることである。

このような研究のあり方は， 1905年 12月のゼネストの失敗後，革命は進みすぎたとして総返却を

呼びかけ， 1906年以降の運動を事実上放棄したメンシェピキー的立場といわれても致し方あるまい。い

うまでもなく自省友会めてのことである。

2) 従来この分野における研究は，ソ連邦における教育史学界および康史学界を通じてもっとも秀れた研究
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として，エリ・カ・イェノレマン救援 (JI.K. EpMaH)によるものがある。 (JI.K. EpMaH; 6opb6a 60JIblllか

BHKOB 3a BOBJIe可eHHeHapO，n:HbIX y可HTeJIe註BpeBOJIぬU;HOHHoe，n:BHlKeHHe B 1905 r.， ((CoBeTcKaH 

ne，n:arorHKa)) No. 4， 1955 f.， H3，n:， AnH PCφCp， MocKBa，参日夜。)

なお，イェノレマン教授の上記の論文においても，また，最近の審議(((I1HTeJIJIHreHU;HHB nepBo員

pyCCKO員peBOJIIOU;H沼))，日3丸紅ayKa，MocKBa， 1966)についても，注 1)で指摘したことはあてはまる。

イェノレマン教援の研究にたいする批判は，小論で対象とする教員総合運動における論争点を，教員

政治組合か教員労働総合かとする視点にかんするもののほか，この論争が，全ロシア教員組合第 3回大

会 (1906年 7月)でのポリシュピキー派教員の主張が代議員の多数派に支持され，会ロシア教員組合は

労働組合になった，としていることにかんしても有するが，後者については他の機会にゆず、りたい。

3) レーニン「労働者党と現情勢のもとでのその任務j1905年 12月末執筆， (rレーニン全集」第 10巻，大

月言書!苫， 79-82}1()。同， r P シアの現状と労働者党の戦術j，1906年 2月 7日発表パ向上， 97-104頁)。

悶， r1905年の革命についての講演j，1917年 1月 9日以前に執筆(同上，第 23巻， 259-278}1()。 ベ・

エヌ・ポノマワョフ他綴，卒川徹訳「ソヴエト連邦共~党史，追補第三i仮 j，上宅金，読売新開社， 1971年

参照。

4) この改正選挙法は，一定程度手主権者隠を拡大し，幾氏や小市民の資格制[JI浪を幾分緩和し，工場労働者({設

し，全労働者の 1/3のみ)を附加した点で，ブツレイギン国会の選挙法より前進しているが， 選挙権の苦手j

限及び不平等性の本質は変らず，地主と資本家に圧倒的に有利なものとなっている o すなわち，選挙民

は，日立つのクーリヤに分けられ(土地所有者=地主，都市出ブノレジョアジー，後民，労働者入選挙は多段

階選挙であり，地主の 1累は都市ブノレジョアジーの 3禁，差是民の 15紫，労働者の 45索にひとしかった。

なお， r十月笈言j と選挙法については，中村議知「ロシア帝国談会史j，(風間言書房， 1966)，に詳し

い。また， レーエン「ベテノレブ、ノレグ市と近郊のすべての労働者諸君にj(1906年 2月 11日以後に執筆，

同上，全集，第 10巻， 114-117頁)参照。

5) 中村議知，向上， 119}1(。立議民主党が， r十月宣言書jil主後に急速に発展したことについては E.且.

4epMeHCKH詰， ((6yplKya3HH H u;apH3M B nepBo詰pyCCKO註 peBOJIIOU;HH))MocKBa， 1970， CTp. 162 

参照。

6) JI. K. EpMaH， TaM lKe， CTp. 97. 

7) たとえば，ツアーリ政府の財政的破綻を促進させるために，留氏にたいして土地質取斌払金その他国庫

へ支払うべきものの納入を拒否し，貯言寄金隊と君主立銀行から預金をひきだすよう呼びかけた， 1905年 12

月 2日発表のベテノレグノレグ労働者代淡ソピ..:r:.J..， ロシア社会民主労働党中央委員会，全ロシア差是民間E塁

本部他の「財政笠雲」にたいし，自由職業協会連盟 (COI03COI030B)の事務局は， 1905年 12月 4日の

会議で，連盟の定期大会にこれに向調する件の提案を決定しながら， 1906年 1月 14-16日の第4図大

会はこれをさげた(レーニン，向上，第 10巻， 529}1(参照)。

8) この持期の諸政党の分類については， レーニン， r戸シア;社会民主労働すE統一大会に提出すべき戦術総

官民j，向上， 134-149貨を参照。

9) レーニン， r設新の報道j，1905年 11月 4日(向上，全祭，第 9巻， 404}1()。

10) 肉， rベテノレブ‘ノレグ市と近郊のすべての労働者言語教にj(向上，第 10巻， 115-116 }1()o 

11) これによって排除された労働者は 1月のネフスキー造船の再開にあたって邸O人，ベテノレブノレグ・ワ

ノレシャワ鉄道工場で 300人， 2月末プチロフヱ;努力、ら 2，900人， 3月イジヨ{ノレスキー工場から 806人，

オブホフ工場から 1，500人，パノレチック工場から 2∞人といったものであった。(荒又重量雄， rロシア労

働政策史j，，阪星社厚生関， 1972年， 240頁。)

12) レーニン， rpシア革命とプ戸レタリアートの任務j，前掲，第 10巻， 122-133真。

このレーニンの見地が，基本的，長期的にlEしいものであったことは，ストライキ統計が示してい

るが，第一関会ボイコットの戦術では部分的，短期的には誤りを犯した。この誤りについてはレーュ γ

自身，直ちに訂正した。(レ{ニ γ，rロシア社会民主労働党統一大会についての報告j，1906年 5月，前
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掲，第 10巻， 348 J'l:。間， rボイコットについてj，向上，第 11宅金， 1906年 8Jl 12日， 128-136支。

伺， r共産主義内の『左翼主義』小児病j，1920年 4-5月， 20頁参娘。)

13) H. A. KOHcTaHTHHoB， ((0可epKHrro HCTOpHH cpε瓦He註lIIKOJJbI)). MocKBa， 1956， CTp. 102. 他方，

中等学校生徒への弾圧は， 1905年 1月から 1906年 5月までに，殺された者 50人，負傷 262人，流刑 27

人，逮捕466人，徐籍876人，にのぼった。 (TaMme. CTp. 81.) 

14) B. 11. BOJJKOB; 113 HCTOpHH rreぇarOrHQeCKO員 MbICJJHB pOCCH夜 BrrepHO，ll peBOJJIO拭HH1905-1907 

rr.， ((CoBeTcKall rre，llaror路Ka))，1955， No. 10， CTp. 79. 
カヂツ ト

立憲民主党の綱僚の教育関係の主な点は，①普通，無償，義務教育の実施，③学校管理権の地方

自治機関への移管，③下級学校から上級タイプの学校への進学の連続性を篠立すること，④小学校で

の母語教授，③大学の自治と教授の自由と入学における男女の平等，であった。これにたいし，ロシア

社会民主労働党綱領 (1903年)教育条項はつぎのようなものであった。。住民l土母諮で教育を受ける権

利をもっ。この権利は，そのために必要な学校を国家と自治機関の負扱で設立することによって保障さ

れる。。国家からの教育の分離と，教会からの学校の分離。。男女を関わず 16歳未満のすべての児童

にたいする無料の義務的な普通教育と職業教育。主主闘な児主主には図書反の負担で食J$ら衣服，学用品を支

給すること。 O企業が学齢期 (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をもうけること，であった。

立言憲民主党については，中村議知育tr掲蓄， 117-121頁参照，また， E.江崎 4epMeHCK班員 ((Bypmya3Hll

H ~apH3M B rrepBo註 pycCKoiipeBOJJIO~HH))， MocKBa， 1970， CTp. 158-177参照。

15) r覚え議きj，主次のように述べている。「われわれ，中等学校教部は，現存する学校体制，および官僚的，

警察的学校波別に我慢することができなL、。教授の自由を奪われ，自己の間有の機矛IJを保障されず，わ

れわれは， I河|和こ奇襲権手IJと，同様に規則への級従を運命づけられている役代を教育することはできない

日このロシアの教育を欽うためには……立法機力の実現と政治活動への統制へ，身分，民族，信仰，

性の差別のない全ての国民の自由に選ばれた代表者たちをあてることである j(H. A. KOHcTaHTHHoB; 

((0叩 pKHrro HCTOpHH cp問問員lIIKOJJbI))MocKBa， 1956， CTp. 94-95. 
16) ((nPOTKOJJbI 1-ro BcepoccH詰CKoroCbe3.l1.a y可HTeJJe品目 .lI.ellTeJJe首 Cpe.ll.He員lIIKOJJbI))，MocKBa， 

1906， CTp. 5， 12. この大会議事録は，落命前の古い口シア誇で印刷されているが，活字がないため全て

新しい文字に復した。

17) TaM me， CTp. 18. 

18) TaM双 e，CTp. 16-29. 

19) TaM me" CTp. 1-2. 

20) 20都市は，プゾフ，アノレザマス，ブリヤンスク，ボ口グダ，グロドノ，イェザッツ，キシニョーフ， リ

バーヴアヲノレブヌィ， ミンスク，モスグワ，ニジニノヴゴ P ド，ォ:ノレタワ， ブスコープ， レーヴェリ，

ベテノレブノレグ，サラートフ， トヮーラ，ハザコア，チェノレニーゴフ，である。参加者名簿が一列分，マ

イクロフィルムの欠損のため(一部を残して写されていないため)，名前が判明するのは発雲者からの判

明分も含め 56名である。決議総がない参加者が明らかな分だけで 6名いる。 (TaMme. CTp. 10-11，) 

P. L. Alston， Education and the State in Tsarist Russia， 1969， Stanford， p. 188 参照。

21) ((nPOTKOJJbI))， TaM me， CTp. 12. 

22) TaM me， CTp. 29-30. 
23) TaM me， CTp. 34. 
24) TaM iI王e，CTp. 33-34. 

この 1名の反対が議れであるかは明記されていないが，ニつの主主出で全戸シア教員組合代表として

参加していた，オ・ア・タピアシでなL、かと推定される。すなわち，第 1に，当時，全ロシア教員組合は，

はっきりと rJ絞業的出政治的」組合女主張していたのであり， 第わら後が討論で「今では『職業的』

という言葉が多分不正確に理解されており，この概念は政治翻争を予想、しているJと発言ぎしていること

tこよる。
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25) 例えばコニス・ゲー・グリゴリエブ(c.r. rpHrOpbeB)は「組合は殺害義的であるべきであり，かっ，狭委員の

職業的でさえあるべきであり， 学校， 学校， 一つの学校にのみ注意、を向けること， これのみがわれわ

れの目的となるのだ。政治闘争は政党がすることだ」と主張し， ヴェ・ヴェ・チホノヴィッチ (B.B. 

THXO烈OBH可)は， r組合は，純粋に職業的であるべきであり， 学校の問題にのみ注意を向けることjを

主張した。また，ア・ベ・ネチャーエフ (A.口.Hを可aeB)は「職業約三ロ教育学的組合J'-a:，また，ア・エヌ・

プロッベノレ (A.H. nponnep)は，政治的結築の不必婆，不可能を，全ロシア教員総合を例にしつつ主

張した。 (TaM)!{e. CTp. 32…33.) 

26) ア・グェ・オアシヤニコブ (A.B. UBClIHHHKOB)は「総合は，もちろん，職業的なものでなければならず，

それなくしては，後援約分子が組合に入らないだろう。広い意味での労働総合は憶病なことを言ってい

るのではなL、」と L市、，イ・ア・チェリュストキン (11.A. 4eJl!OCTKHH)は「総合は，職業的であるべきだ，

というのは，今は，職業的課題がとくに前閣に出ているからであるj と，同じく， i滞緩的表現で認めて

いる。ア・ア・ダピアシ (A.A.且06Hal1l，全ロシア教員組合代表とは別人)は， 8時間労働需fjのような社

会の全てが認めるようなものなら政治活動もよいとし，また""ム・エヌ・カヴアリェンスキーは，職業

的であることは，政治活動が出来ないことを意味しないが，立議民主党，社会民主労働党，社会主存命党

の三党が一致したもののみ認められるとの，条件的許容の態度をとった。

この「三党一致したもののみjについては，あとで，チホーノピッチが，それでは「カモフラー

ジュされた政治組合で、はないかj と批判し， カグアワェンスキーは， r三党の綱領から機械的にしぼり

出されることを寄ったのではないが， li言憲民主党より布要望とは一緒に運動なゃれなL、Jと応酬した。い

ずれにせよ，大会副議室長の一人， カヴァリェンスキーが， 当時のブノレジ認ア自由主義者の中で， r革命

的=民主主義的政党」と決を分って「自由主主義的 d 主主主主義的政党jの一翼を形成し，立奇襲的幻想、を国

民に与える役割を怒っていた立慾民主党を社会主存命党や社会民主労働党と問機に左翼政党として位主主づ

けていたことは，カウ、アワェンスキー自身の立場，ないしは中等学校教員組合の立場を示すーっの材料

といえよう o (TaM )!{e. CTp. 30-33.) 

27) TaM )!{e. CTp. 32. 

28) このことを強調したのは， A. r. reHKeJlb， A. B. UBClIHHHKOB， A. K.刃HCOHであった。ヤンソンは

「わたくしは，全ロシア組合を支持L，逮lllIには反対である。わたくしは，ハリコブやサラトフのよう

な大都市にとっては遂援は納得するが，アノレザ、マスやボログ夕、のような都市には適当でないと考える」

と述べた。 (TaM)!{e. CTp. 33.) 

2宮)これは， M. H. KOBaJleHCKH詰， A. A.且06Hal1lであった。

30) これは， A. B. UBC耳目羽HKOB，A. r. reHKeJlbであった。ゲンケワは， r闘争は，多分，攻撃的なもの

のみであり，それゆえ，統一的中央集権的戦術が必要であるJ(つraM)!{e. CTp. 32.)と述べた。

31) 第 1の主張者は， c. r. rpHropbeB， B. B. THXOHOBHqであり，第 2は， A. H. nponnep，第 3は，

c. n. BHHorpa且O召， 11. A. 4eJl!OcTKHHであった。

32) TaM )!{e. CTp. 32-34. 

33) TaM )!{e. CTp. 33. 

なお， r労働組合jか「職業的ロ政治的総合」かをめぐる討論のさい，総合は，非政治的狭い職能的

活動のみをすべきと主張Lた者のうち 3人が，ここでは逮盟を主張した。また，消極的な表現であった

が，ベ・ベ・スミノレノフ(口.n. CMHpHOB)から， 中等学校教員組合は初等学校教員との分裂をもたらし

カを弱めるのではないかとの懸念が出された。

34) TaM )!{e. CTp. 31-32. 

35) TaM )!{e. CTp. 35. 

36) TaM )!{e. CTp. 44 H 65. 

37) TaM )!{e. CTp. 55. 

38) TaM )!{e. CTp. 56-57. 
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39) TaM iKe. CTp. 65. 

40) TaM iKe. CTp. 57-63， ;-国立普i滋中等学校擦準規事2案jについては， 1主主から V主主までと怒われるが，

告書 II宝章第 24項以降の 2}'{がγ イクロブイノレムのコピーもれのため見ることができなかった。

41) TaM>託e.CTp. 50-51. 

42) TaM i弦e.CTp. 50-54. 

第一回の表決i主，

① 民主的，自治的，自由な， t立俗的学校 20 $書

② 民主的，自治的，自由な学校 6芸書

③ 民主的，自治的， t止俗的学校 6夏草

④ 民主的，自由な学校 5主翼

⑤ 民主的，自由な，世俗的学校 4累

学校改革の内務について，全ロシア教員組合 (BYC)の第 311芸大会 (1906年 6月 7日)で採択された

規約におけるそれと比絞すると，中等学校教員総合は，全ての学校におけるほ認による教援を提起して

いないという弱点を手ぎする。他方， 中等学校教良組合が「国立」を主張し， BYCが「自治体立」を主

張していることは疑問に残る点である。

43) ベテノレブノレ夕、署長は「予め分会に遜知されていた問題について，代議長大会の決定は総合ぬとって拘束力

をもっJ。モスグワ芸誌は「予め分会に通知されていた問題について， 代議長大会の決定は組合にとって

拘束力をもっ，附記;偲々の分会は戦術にかんする問題について，自分たちの代議員を通して，あれこ

れの問題についての大会決定の当該分会にとっての非義務性を，あらかじめ大会へ表明することができ

る。Jサラトフ=;00.リッツ案は， r大会の決定は全ての問題にかんして，地方分会にとって義務的である。

附記，分会の戦術問題については地方の条件に応じて大会決定を遂行しないことができる o その際，各

々の場合に分会はもっとも近い大会へ詳細に理由を述べた報告設を出さなければならなL、。j(TaM iK号・

CTp.46.) 

44) 第二家は， r組合の綱領，規約を認め，大会の決定に従う中等学校のあらゆる現在および過去の活動家

は，全戸シア中等学校教員組合員になることができる o 総合員l主，地方で，地方支部を構成するj(TaM 

iKe. CTp. 49.) 

45) TaM iKe. CTp. 55-56. 

46) 商烏有厚「一九O五年の労働総合運動j(江口朴郎編「ロシア革命の研究j，中央公論社， 1968年， 143]芝、。

47) ((ube3瓦 y可HTeJIe品目瓦eHTeJIe員 Cpe，ll，He員llIKOJIbIB CTIJ3， HIOHb， 1906，可.1 H II)) (113 H. A. 

KOHCTaHTHHOB， ((0可epKHno HCTOp涯Hcpe反行E員llIKOJIbl))，MocKBa， 1956， CTp. 97.)第 2間大会等に

ついて，われわれはまだ大会議事録などの基本的一次史料を入手するに至っておらず，コンスタンチー

ノフ教授のミ警護からの重量引による。

48) H. A. KOHCT皐HTHHOB，TaM iKe. CTp. 98. 

49) TaM iKe. 

50) TaM iK告.

51) TIO，ll， pe江.H. A. KOHcTaHTHHoBa， E. H. Me且bIHCKoro，M.φ. Illa6aeBo註， ((I1CTOPHH TIe，ll，arOrHKH))， 

MOCKBa， 1955， CTp. 320. 

52) ソ迷邦における教育史文献・論文の中では，創立大会がもたれた若手突のみを数桁でふれているものがほ

とんどであるo コンスタンチーノフ教授が ((0可epKHno HCTOpHH cpe瓦He員llIKOJIbI))で，約 2頁を費

してとり上げ，学校改革案と戦争時，生徒への態度，第 2回大会について婆約紹介しているものがこれま

で限にふれたものではもっとも詳しいものである。

53) 当時の小学校教飾が，月額 15-30ノレーブリという，工場労働者波み，もしくはそれ以下であったのに対

し， 中等学校教姉は，年額 750-2，000ループリの給料を得ていた。 (JI.K. EpMaH， ((I1HTeJIJIHreHUHH 

B nepso語pyCCKO員 peSOJIIOJIHH))，MocKsa， 1966， CTp. 20-21.) 
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54) B. P. JIe首KHHa-CBHpCKalI， ((I1HTeJJJJHreHl¥託1IB POCCHH BO BTOpO員 rrOJJOBHHeXIX BeKa)) MocKBa， 

1971， CTp. 153-154. 

55) fl906年 2月に，全ロジア中等学校教員組合創立大会が行なわれた。 この大会で指導的役割な演じたの

は，立怒民主党，すなわち，反卒令El''.Iブノレジョアジーの代表者たちであった。単一の戦害義的組織をつく

るための全ロシア教員組合 (BYC)の提案にもかかわらず，中等学校の教姉たちは，小学校の教員とは合

流することを翠まなかったJ(I10，n: pe，n:. H. A. KOHcTaHTHHoBa， E. H. Me，n:bIHcKoro， M.φ. lIIa6aeBo註，

((I1CTOpH耳 ne瓦arOrHKH))，MocKBa， 1955， CTp. 319)。われわれは，コンスタンチーノブ教授らのこの断

定を渓づける第一次史料を入手していないので， 自らのまを任においては推定の域を出ないのであるが，

それにしても，これまでみてきたツアーリ王革命IJ権力に対する対応と規定の類似性，中等学校総合の自由職

業家連盟への加入 (JI.K. EpMaH， TaM )!(e， CTp. 100)，モスクワ 121人の教師の覚え議きがブノレジョア

自白主義者の法学雑誌に発表されたこと，教育婆求の臣告似性(その弱点も含めて)，大会討議の中におけ

るfL怒民主党合左翼をみなす「好意J的発言言などから推定される。

なお，上記コンスタンチーノフ教授らの引用中， r職業的組織」つまり f労働組合的綴織jをつく

ることを BYCが提起したとあるが，当時， BYC はまだ「職業的 z 政治組合Jの方針をもっていたので

あり， r職業的組織 (rrpoやeCCHO沼aJJbHalIopra夜間四日耳)Jは正確な表現ではない。

われわれは，まだ，この創立大会及び総合員に社会民主労働党派の教師が参加していたとの史料を

もっていない。但しス・イ・シャホノレ z トロッキーについて， ソ連邦の教育史研究者による 「民主

的知識人j との表現がみられる (B.11. BOJJKOB， TaM )!(e. CTp. 85.)， また， 1905年から 1906年に

f人民大学J運動がモスクワ{也で起れ この講師に自由主義的傾向の中等学校教師も協力した (B.11. 

BOJJKOB， TaM )!(e. CTp. 80)とあれ加な文献に， モスクワにおける救初の「人民大学J一一プレチ

ェスチンスキー労働者講習会の教官の中に，本大会副議長のエム・ニ乙ヌ・ヵバリェンスキーの名前がある

(((XpeCTMaTHlI rro HCTOpHH CCCP 1861-1917))， MocKBa， 1970， CTp. 560…565.) 

56) レーニン Fロシアにおけるストライキ統計についてJ，1910年末，前掲向，第 16巻， 431， 440 J[o (統計

数字は， ロシア語版第 5J1J:全集，第 19宅金， 394 J[によりお庇)。

57) ((f1POTKOJJbI 1-ro BCepoccH員CKoroC'be3，n:a y望日TeJJe品目 ，n:elITeJJe首 cpe，n:He員lIIKOJJbIHa I1MaTpe 

9-11φeBpaJJlI 1906 rふ MOCKBa，1906， CTp. 56. 


