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ソ連邦における教育史研究の動向と

ロシア社会民主労働党第二回大会での論争※

竹田正直

TeH.lleHQI1宍 l1CTOpl1KO・ne.llarorl1可ec在日xl1cC.lle.llOBaHI1H B CCCP 

11 npeHI1只日在日 Cもe3.llePCllpn 
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われわれは，これまでも，わが国ならぴにソ連邦における，ロシア・ソビエト教脊史研究の

動向を分析し，かつ，われわれの研究課題の提言を行ってきた。11)小論では，まず， 1970年代の

ソ連邦における教育史研究を方向づけている，ピスクノーフ教授 A.YI. nHCKyHOBの論文「現段階

におけるマルクス主義教育史の諸課題}2) と，カラ 1)ョーフ教授。.φ.KOpO.neBの論文「教

育学の分野における方法論研究の事基本的方向J(3) をとりあげ，世界的に著名なこの二人の教授

の研究課題の把握における共通性と若干の差異を析出してみたい。つぎに，ニ人の教授が提示

した研究課題と，われわれの研究関心となっている第一次ロシア革命期の教育運動との関連で，

近年の『ソビエト教育学』誌論文から，とくに，ロシア社会民主労働党第二回大会 (1903年)

における教育条項論争を扱った論稿をとりあげ，分析しつつ，われわれの今後の研究課題を析

出したい。

2 

カラリョーブ教授 (1898年生)は，ソビエト教育史研究者として，教育科学アカデミ一正会

員，閥幹部会員，教育学博士 IFソビエト教育学』誌編集長，教育史教育理論研究所長として，

莫大な著書，論文を発表し，教育史学界のみならず，教育学界全体を， 1971年に没する直前ま

でリードしてきた。と同時に多くの後継者を指導・養成し，教育者としても多大の索献をしたT
fソビエト教育学』誌は，彼の逝去を惜んで「学者，共産党員，人間(1898-1971年)Jという，

無署名論文を発表した 15)ソビエト教育史にかんする彼の数多くの著書，論文は今日においても

基本的に超克されていないといえよう。

どスクノーフ教授 (1921年生)は，カラリョーフ所長の下で，教育史教育理論研究所の教育

史部門長として，さらに，同研究所次長，そしてカラリョーフのあとをついで，現在，同所長，

ならびに rソビエト教育学』誌編集委員、教育科学アカデミー正会員として活躍している。

※ 本学部紀聖書内容の多面化の一つの試みとして研究動向をとりあげる。
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門はドイツ教育史であるが、今日，シャパーエウゃア教授 M.<T.凶aoaeBa(1906年生)と共にソ連

邦の教育史学界全体をリードしている。ビスクノーフは，かつて， 1960年代後半のソ連邦にお

ける教育史研究の方向を規定した論文「現段階における教育史研究の問題点J(6)も発表している。

先に発表された，ピスクノーフ論文「現段階におけるマルクス主義教育史の諸課題」からと

りあげるが，この論文は，ハンガ 1)ーのブダペストで行われた社会主義諸国教育史家会議

}くo時epeH江H耳 HCTOpHKOBne.llarOrHKH COUHa.nHCTHlJeCKI1X CTpaH B 5Y.llanewreで，ピスクノーフが

行った報告である。この中で，ピスクノーフは，ソ連邦における教育史研究の問題点と課題と

して次の 5点(竹田のまとめによる)を指摘している。

第ーは，科学としての教脊学の確立は，いまだなされておらず，教育学の対象と課題につい

て不一致があり，教育学研究者が用いている概念や術語の体系が不整合のままであること。

(たとえば， ne.llarO四日とれ巴.llarOrHKaの混同など。)科学としての教育学の内容，対象，機能の

定義は，当然，教育史の対象と課題の確定にもかかわってくる。ピスクノーフは r教育は，

幼児と成長中の世代および青年の目的志向的人格形成の，特別に組織され社会的に規定された

過程であると定義し，人格形成には，特別な教育活動が影響を与えるばかりでなく，環境や

文学，映画，テレどなど他の要素も影響を与えるが，言葉の狭い意味で、の教育がわれわれの科

学，すなわち教育学の対象であると述べている。そして，基本的な教育学概念と定義されたそ

の術語を辞典として結実させるために社会主義諸国の教脊学者の委員会館設を呼び、かけている。

第ニに，これまでの教育史研究において，伝統的に対象とされてきたのは，一つには教育制

度の種々のタイプの形成主発展の歴史であり，いま一つは，個々の教育家や哲学者，作家たち

の訪11育と教授にかんする見解の解明であった。すなわち，教育制度史研究と教育思想史研究と

いう，教育史学が発生した17世紀から18世紀にかけての傾向がそのまま今日にひきつがれてい

る。それゆえ，社会主義諸国で， とくに広汎に普及している社会教育，あるいは家庭教育にお

ける教育実践の研究がなおざりにされてきている。今後の教育史研究は，従来の教育制度，思

想史偏重を脱却し，教育学の歴史とは区別された意味での教育史，すなわち，教育英践，教脊

活動の墜史的研究の重視へと対象を拡大すべきことを提起している。

第三は，教育思想史研究の水準の低さとその克服についてである。これまでの教育思想史研

究の諸論文に多くみられるのは，誰れかが教育にかんしてのべたことの記述，再話といったも

のであったり，伝記的知識であったりすることである。 rこの穂の労作は数多くあるが，しか

し，このようなものは大部分の場合，本来の教育史研究ではないり(8)とまでいっている。もちろ

ん，ピスクノーフは教育思想史研究を否定するのではなし教育思想の発展をもっと高い水準

で解明すること， とくに，その教育家の教育科学への貢献こそが解明きれなければならないと

している o なお，ピスクノーフはその後，このよっな教育思想史研究のあり方の模範を自らの

研究成果において示している。伶)

第四は，上記の点とかかわって，教育学の発達にかんする歴史的研究の軽視を克服すること

である。弁証法的唯物論の立場からの教育史研究の蓄積は，うたがいもなく，マルクス主義教

育史研究者たちの大きな功績であると評価しつつも，ピスクノーフは，それは科学としての教

育史学の準備段階であるとしている。 r自然と社会，および思惟の発展の法則性についての，

また，周囲の世界へのはたらきかけの方法についての知識体系としての科学という一般的定義

が，もし，教育学にも適用されるとすれば，ここから論潔的に結論づけられることは，以前そ

うであったような教育そのものの麗史それだけではなし教育についての科学としての教育学
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の発達のすじ道の究明こそが，第一に，教育史学の課題とされるべきである。教育史学は，教

育についての科学的知識の増加と宜的変化の過程，および，教育学に(教授理論に，言11育理論

に)生じている変化の原因を解明するために，教育現象とかかわる教育学概念の形成と転化の

過程を提示しなければならないJ闘とくに Iもっとも重要な教育学的諸問題の醸史的発展の徹

底的な研究と，基本的教育学識念の形成の腫史的研究にとりかかることが必要であるJl)この

ような研究の具体的課題としてピスクノーフがあげているテーマは，訪11育過租と教授過程にお

ける児童の人格の調和的発達 rapMOH山町Koepa3日HTHeJI附 HOCTHpe6e出 a，学校教育の内容と方法

の変化の法射性，生徒の創造的能力の発達， 19世紀から20世紀初めにかけての教育学，などで

ある。

第五は，隣接諸科学の研究成果を日常的に摂取，利用することの必要で、ある i多くの最新

の社会科学と自然科学，すなわち，哲学，心理学，社会学，政治経済学，生理学，衛生学等々

を，もっとも広汎に， 日常的に利用することなしに，教育の理論的実践的諸問題の科学的検討

は，なんといっても不可能で、あるし，すべてのこれら諸科学の歴史的研究で達成された成果を

考摩することなしに，教育史を本気で、研究することは不可能といえるほどであるけ(JZ)

以上が，ピスクノーフ論文の主な内容であるが，これが「ソビエト教育学』誌に発表された

5ヶ月あとに，カラ 1)ョーフ教授は「教育学の分野における方法論研究の基本的方向J と題す

る論文を発表した。カラリョーフ論文は，表題の示すごとく，教育学全般についての方法論上

の潤題提起であるが，その中で， とくに「教育史研究の方法論的諸問題」という小項目を設け，

教育史研究について提言している。カラリョーフの主張は，ピスクノーフの主張と相通ずるも

のを有するとともに，のちにみるように，若干の点でピスクノーフの主張への批判ないしは補

足を意味している。

では，カラリョーフは，ソ連邦における教脊史研究の開題点とその克服の方途・諜題をどの

よっにとらえていたであろうか?

教育史研究が各大学の教育学科や研究所で，その研究，教育上大きな位置を占め，近年，ソ

ビエト学校史と教育学史，ならびに，ソ連邦諸民族の学校史と教育思想、史の 7巻本が準備され

つつある， (これは， 1950年代末の教育史時期区分論争の総括のひとつとして， 1960年代初め

から着手され，編集長カラリョーフ φ.φ.KopOJleB，編集員アルセーニェフ A.M.ApceHbeB，ピス

クノーフ A.H.nHCKyHOB，シャパーエヴ、ア M.φ.凶a6aeBaのもとにソ連邦教育史学界の総力を上

げて進められており， 1973年にシャパーエウQァ編集担当の rソ連邦諸民族の学校史と教脊思想、

史概論， 18世紀一19世紀前半』が発刊された。yゅなどの成果がある。とはいえ，第一に i教育

史学全体の問題にかんしては，この10年ないし15年間，教育史の分野での研究のあきらかな過

少評価がみられるJ(14)としている。近年，フランス， ドイ、ソ，イギ 1)スの教脊史について若子の

労作があらわれたのみであり，こ 7いった教育史研究の軽視は，研究者養成のかたよりとして

も顕在し，教育史研究者の不足をもたらしている。また，教育史研究の軽視は，その方法論的

諸問題の検討の極度の弱きとしでもあらわれ，教育史研究の過少評価，ないしは軽視を早急、に

克服すべきことを訴えている。 i教育史研究の過少評価を克服することは焦閣の諜題となって

いる。過去の経験に依拠せずして，また，この経験の中にふくまれているすべての価値あるも

のを利用せずして，現代の諸問題を首尾よく解決することはできないJ自

第二は，教育史と現代の結合にかんする開題である。 iこの結合が， しばしばひどく単純に

理解されていることを注意しなければならない。現在，提起きれているある命題を主張するため
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の実例や引沼文をとりだすことができる見解とか思想、の典拠として教育史が考えられており，

ときとして，結合が，過去の現代化，現在に過去を f合せること』となっている。こういうこ

とは，ソピエト学校史と教育学史にかんする諸労作の中にみうけられるが，このような態度は，

教育史の一面性，主観主義，歪曲，卑俗な類推等をもたらすものである。このようなことは，

すべて唯物弁証法の方法論とは無縁のものであり，史的唯物論が求めているものとは矛盾して

いるJ同もちろん，カラ 1)ョーフも，教育史研究は現代が提起している諸賠題を解決できなけれ

ばならないし r現代的課題の解決に麗史主義の原則」を適用しなければならないことを強調

しているが，そのさい「あらゆる主観主義を撃退し，過去にたいする時局的な態度を克服し，

教育思想の運動と教育理論の発展の客観的全面的な見取留を与えるJべきであるとしている o

第三に，教育史と現代の結合と密接にかかわって r教育史研究の今日性の問題かある。教

育学者たちの中に，今日性の規準となるのは，腫史的時期の年代的近きや，あるいは，現代に

マッチする教育家をとりあげることだとい 7関違った考えが定着しはじめている。それゆえ，

わが国てやは，古代や中世，およびブルジョア教育学の初期の段階の研究が絶えてしまっているJi時

と警鐘をならしている。社会主義教育史やマルクス主義教育学の発達史に特別な技意、を向けな

ければならないとはいえ，マルクス主義教育学はそれまでの世界の教育史が蓄積したすべての

価値あるものを批判的に吸収したものであり，マルクス主義教育学を過去からきり離したり，

さまざまな教育学的潮流とのきびしい思想、闘争から切り離しではならない，と主張する。さら

に r教育史研究の正真正銘の今日性は，年代的近さにあるのでもなく，教育学の分野におけ

る社会主義的，マルクス主義的思想の発達との形式的結合にあるのでもなく，結局のところ，

現代が提起している教脊学的諸問題の首毘よき解決を可能ならしめることである。教育史家た

ちの前には，学校史と教育学史が，学校と教脊学の発達の具体的歴史的あり方を客観的に反映

するように，だが，それとともに，現代的諸問題から切り離されないように，かっ，現代的諸

問題をより深く理解できるよっに，学校史と教育学史を研究し，究明する課題が提起されてい

るり(18)

第四に，教育史を関連諸科学，とくに，市民史や文化史，哲学史から切り離す鱗向について

である。 r市民史や文化史，哲学史から教育史を切り離すことは，教育学的見解や教育思想、を，

それらが発生した歴史的，文化的，精神的条件から踊絶することであり，また，あれこれの教育

家の社会的政治的立場の評価，その哲学的信念の評価において，人為的 fこじつけ』へと導く

ことになる。このような『こじつけ』は教育史研究の中でずいぶんみられるのである。このよ

うな切り離しは，教育史が遂しとげるもっとも重要な機能，つまり，その時代の教育学的潮流

の唯物論的なものと観念論的なもの，民主主義的なものと反動的なもの，進歩的なものと陳腐

なものとの闘争を究明し，考究することを妨げる o すなわち，教育学における反動的，非民主

主義的，観念論的潮流とのイデオロギー闘争を行うことを妨げるものであるJl曲

第五に，教育史の分野における課題研究，もしくは問題別研究，つまり，今日の教脊学が解

決を迫られている諸課題の歴史的研究について，カラリョーフはその積極性を認めながらも，

このようなアプローチが，あたかも教育史研究は，課題別歴史研究のょせ集めでこと足りると

の志向を生む危険性を指摘し，教育史研究の基本としてあくまでも諸国の通史研究があること

を主張している。 r近年，方法論的意義を有している問題，つまり，教育史の分野における課

題研究にかんする問題が提起されている。このような問題は最初，哲学史家たちによって提起

された。(ベ・ヴ、エ・ボグ夕、ーノフ「哲学の諸問題とそれらの解決の歴史としての哲学史」一
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r哲学.JI， 1965lf 6月号， 67頁参照。)教育史においてこれを提起したのは，ゼ・イ・ラーフキ

ン 3.VI.PaBK詰H とア・イ・ピスクノーフであった。かれらが F全景』撮影の教育史は教育思想、

の動きの全般的見取図を提供する莫大な資料を蓄積したが，しかし，そのような教育史は教育

学の恭本的諸課題の発達を深〈考究していないし，教育学の現代的課題の解決にたいする教育

史の影響は低下している， と強調したことは正しい。しかしながら，開題別研究が広範な計画

のもとで教育史研究をあますところなくなしつるし，しなければならないと，誤って考えられ

たようである。教育史家たちの前には，つねに，諸国全体の教育学の一般的見取図を通史とし

て提供するという課題があったし，今後もあるであろう。このことは，科学自体の重要性から

いわれるばかりでなく，教育学の理論家と実践家たちの教育学的知見の全街的形成を可能なら

しめるであろうことからもいわれるものであるJ日

以上，ピスクノーフ論文とカラリョーフ論文を夫々五点にまとめてその概要をみたのである

が，両論文の主張に共通している第一点は， 1960年代のソ連邦における教育史研究は一定の成

果を上げつつも，多くの克服すべき問題点，課題を有しているとの教育史研究の現状認識であ

る。カラ 1)ョーフは，近年，教育学研究における教育史研究の軽視すらみられると警告してい

るほどである。第二点は，教育史研究の方法論の重視である。カラ 1)ョーフは，論文を結ぶに

あたって r教育史家たちの煎には，教育史研究の方法論の問題がするどく存在している。近

年，この分野での重要な蓄積がみられない。研究方法論上の欠縮は，公刊される諸労作の中で

記述的素材がますます多くなり，それらの科学的水準が低下することになるりとのべている。

ピスクノーフも，研究における記述的，再話的， f云説的なものの増加とその方法論的水準の低

さ， とくに，科学的概念体系の構築がなされていないことを問題にしている。第三点は，関連

諸科学との交流，その研究成果の摂取を強調していることである。ピスクノーフは科学的概念

体系の構築との関係で，カラリョーフは通史の科学的全体像の叙述との関係でというアプロー

チのちがいがあるが，諸科学との交流，摂取の強調は共通している o

両者の主張のカ点の差呉は，ピスクノーフが，教育実践，教育活動の今日的課題にこたえる

教育史研究，すなわち，銭溜の課題にこたえる問題号Ij教育史や，教育学の概念体系の発達を解

明する課題別研究を広範閣に行うべきことを強調することにたいし，カラリョーフは，課題選

択のせっかちな「今日性」が主観主義をもたらすと批判するとともに，問題別研究や課題別研

究をいくら広範翻に行ったとしても，教育史研究の本来的課題である諸国全体の通史を叙述す

ることにはならない， という。そして，教育の通史を叙述する教育史研究の課題は，教育学研

究者や実践家の養成，すなわち，どの分野の研究や実践にたずさわるものであっても，かれら

の養成過程において，社会の発展と教育との相互諸関連，および，教育の全体的構造的諸関連

を基礎的に身につけることのためにもなおざりにされてはならないとカ説する。

ともあれ，かつて， 1950年代末に行われた，ソ連邦の教育史学界における偶人崇拝の克服と

時期区分論争が，とくに，その後者の問題が，未解決のままに残され，総括論文においても時

期医分を確定できなかったことの原悶を，実証研究の不充分さに求めていたことにたいして(そ

れはそれで正しいー側面ではあったが)，われわれは，問題は，教育学および教育史方法論にあ

ると考えたのであるが，その課題は今日においても残されているといえようの

カラ 1)ョーフ，ピスクノーフ両教授が示した教育史研究の課題(とくに，隣接諸科学との交
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流，摂取と教育学概念の発達の解明)，及び，われわれが現在すすめている研究課題 第一次

ロシア革命期の教育運動 からみて， 1970年から1976年までの『ソビエト教育学』誌 COBe網

代 Ka51ne，llarOrHKa (厳密には1970年 1月号から近着の1976年 5月号まで)の中で，注目すべき

論稿が三つある。エス・エリ・チタリェンコ「全世界史的意義を有する大会(ロシア社会民主

労働党第二回大会70麗年によせて)J c.Jl. THTapeHKO， Cbe3，ll BCeMHpHO・HCTOpW-IeCKOrO3Ha可eHH51，

(K 70・ぽTHIOII Cbe3，lla pCJJ.pnJ，ω c.n. 1973， No 9， (1973年 9月号)と，エヌ・クル

ープスカヤ「綱領の児童・青少年条項にかんする第二毘党大会における論争J H.KpyncKa51， 

日p巴HH51Ha II Clコe3，llenapTHH 0 nyHKTax nporpaMMhI， KacalOllLHXC51 ，lleTe品目立O，llpOCTOKOBaz)一一一TaM

)!{e， (向上)及び，ア・ヴ、エ・アソスコブ「第一次ロシア革命期の普通教育をめざすたたかい」

A.B.OCOCKOB， 6oph6a 3a BCε06llLee o6y可eHHeB rO，llhI nepBo品pyCCKOHpeBOJlぬ'UHH，凶) 一一一一 c.n. 

1975， No 3， (1975年 3丹号)の三論稿である。

第一のチタ 1)ェンコの論文は，二つの課題をもって書かれている。一つは，テーマの示すご

とし 1903年 7月17日-8月10日に(ブリュッセル，ついで，ロンドンにて)行われたロシア

社会民主労働党(ソ連邦共産党の前身)第二回大会の70閥年にあたってその世界史的意義を明ら

かにすることであり，いま一つは，つづいて掲載された，クループスカヤの論稿(再録)を理

解するための素材を与えることであったo 前者について，チタリェンコはつぎのようにのべて

いる。 r大会は，ロシアの社会民主主義的組織を労働者階級の単一の党へ統ーする過程をなし

とげた。新しいタイプの党，偉大なボ 1)シェビキ一党が生まれた。その党の名は，十月革命の勝

利と世界最初の社会主義国家のソ連邦における建設，平和と民主主義，社会主義の勢力のため

に世界的舞台での深遠かつあともどりすることのない変革と結びつけられているりω後者につい

て，大会は， 日和見主義者=ブンド派と，以前の「経済主義者」および，のちのメンシェビキ

ーの指導的幹部の一人であるマールトフJl.MapTOBを頭とする「穏健な」イースクラ派 M51rKHe

HCKpOBUhI にたいする，確聞としたイースクラ派 TBep，llhleHCKpO目立hIの闘争舞台であったとし

ている。大会において，資本主義のもとでの労鵠者の窮乏化の開題，プロレタリアートの独裁

問題，弐族自決の問題，農業問題などで論争が行われたことをのべている。綱領論争は他の諸

問題にもおよび，その中に r児童と青少年について，およびかれらの教育についての綱領条

項もふくまれていた。ロシア社会民主労働党第二回大会30周年によせての「古参ボリシェピイ

ク』論文集に1933年に初めて登載されたエヌ・カー・クループスカヤの次に掲載された論稿は，

ボリシェビキ一党の生まれる瞬間において，プロレタ 1)ア革命家たちの関心が，成長中の世代の

教脊とその全面発達というもっとも崇高な課題が実践的におこっていた，そういう好機に向け

られていたことをこの服でみるように描写している 0 ・H ・H ・..…確留としたイースクラ派は，見

童と青少年にかんする諸問題を，飽のすべての社会的諸問題と同様，階級的観点から検討した。

日和見主義的分子たちは，児童と青少年の教育という課題を階級的に取り扱うことの意義をう

やむやにしようとした。記録から明らかなように，この問題にかんしては，マールトフは大会

で，まだ，古い rイースクラ』の伝統を擁護した。このことについては，クループスカヤもそ

の論稿の中で，マールトフの演説を引用しつつ諾っている。しかしながら，党規約の審議にさ

いして，マールトフは立場を弱め，組織問題では，一歩一歩， 日和見主義のl~tlへうつっていっ

fこりω

このように，マールトフの立場の変化を印象づけ鮮明にしておくのは，のちにみるクループ

スカヤの論稿にあらわれる党大会での綱領教育条項の討論で，ブンドや経済主義者たちの日和
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とたたかつてイースクラ派の教育条項を擁護し，かつ，発展させる上で，のちにメンシ

ェピキーとなったマールトフの発言が大きな比重を示めていたからにはかならない。次に，マ

ールトフの日和見主義への移行の契機となった開題について Iクループスカヤは， 多数

60JIb山 HHCTBOと少数 MeHbWHHCTBOへの大会の分裂が，まさに，党組織にかんする問題によって

じたことを注意した。規約第 1条にかんする原則的不一致がi分裂の不可避性をもたらした

発端となったことはよく知られているり仰と，チタリェンコはのべ，つづいて，その規約第 1条

の党員の条件をめぐるレーニンB.YI.刀問問とマールトフの主張をあげている。すなわち，レ

ニンは，党の嬬領を承認し，物質的に党を支え，党の一組織に自ら参加する者を党員とすると

したのに対し，マールトフは，党組織の一つに加わることを条件としなくてよいと主張し

た， という。レーニンとマールトフの主張にかんするチタリェンコの要約は正しい。しかし，

さきにあげた「多数 60JIbWHHCTBOと少数 MeHbWHHCTBOへの大会の分裂が，まさに，党組織にか

んする問題によって生じた心として，つづいて規約第 1条の論争をあげるチタリェンコの叙述

は，読者に誤解を与えかねないものである。

第二回大会には， 26綴織から51粟の議決権をもっ43人の代議員が参加し，イースクラ派33菜

(のちにポリシェピキーとなったレーニン派24票，のちにメンシェビキーとなったマールトフ

派 9票)反イースクラ派 8粟(経済主義者 3，ブンド 5)，その他南部労働者派と中央派が10

票であった。すでにチタリェンコものべたょっに，綱領討議ではイースクラ派は一致しており，

大会の過半数を占め，部分的修正はありながらもイースクラ派の箪案が基本的に採択された。

規約討議に入って，党員の競走をめぐってイースクラ派内に，上述のレーニンとマールトフに

代表される主張の対立があり，この党員の規定についての採決では，レーニンの主張は少数派

となり，マールトフの主張が採択されたのである。(マールトフ案賛成28禁，反対22票，棄権

l票， しかし， 1905年 4月12日-27B，ロンドンで間かれた第三回党大会で、レーニンの党員規

定が採択された。)すなわち，党員の規定をめぐる組織開題では，レーニンは少数派であり，マ

ールトフが多数派であった。そのあと党組織を単一化する問題で，これ1;皮対した経済主義者

(在外組織問題で) 2名とブンド(ユタゃヤ人組織問題で) 5名が退場したことによって，その

後の中央委員会と中央機関紙「イースクラ」編集部の選挙では，レーニンらの提案が多数の支

持を得たのである。この選挙の採決からレーニンらの確留としたイースクラ派をボ 1)シェビキ

60JIbWeBH矧(ロシア語の多数派の意)とよび，マ…ルトフらをメンシェピキ-MeHbweBHK詰

(少数派の意)とよぶようになったのである a7)

すなわち，のちのボリシェピキーとメンシェビキーへの分裂の崩芽は党員規約にかんする組

織開題に端を発したが，このときの多数派と少数派はのちに呼称として用いられるようになっ

たときとは全く逆の状態であったのである。たしかに，チタリュンコは I多数60JIbWHHCTBOと

少数 M e抽出掛CTBOへの大会の分裂J と表現し，多数派 60JIbWeBHKHと少数派 MeHbweBHKHへの

分裂とは寄ってないし，レーニンとマールトフのどちらが多数であったとも述べていないのでL

一般的に，多数と少数の分裂が生じたといいうるかもしれない。しかし，一般的にであれば，

大会の多数と少数の分裂は，組織問題にかかわって生じたのではなしすでに綿領討議をめぐ

って生じていたのである。

チタリェンコ論文では，つづいて，第二田大会のマールトフの立場を第二インターナショナ

ルの指導部， とくに，カウツキ-K. KayTcKHHが支持したことをあげ，ポリシェピキ一党のみ

が，ロシアと西欧の革命的プロレタリア運動の最良のものを体現しえたとし，その理由として
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次のようにのべている。 rZO世紀初顕のロシアは，世界帝国主義の矛盾の結接点となった。当

時の世界のすべての特徴的な社会・経済的諸矛盾がロシアにあらわれた。ツアー 1)専制!の政治

的，精神的，民族的迫害の体制jはそれにいっそつの烈しさをつけ加えた。まさに当時，革命運

動の中心はロシアに移り，ロシアのプロレタ 1)アートは国際労働運動の前衛に進み出たりω

ボ1)シェビキ一党の，ブルジョア及び小ブ、ルジョア思想、との闘争，修正主義とトロツキズ、ム，

右の日和見主義，社会排外主義と民族的偏向とのその後の闘いをのべて，チタリェンコ

は論文を結んでいる。

チタ 1)ェンコは，第二回党大会の世界史的意義の解明と，つづくクループスカヤの論稿をみ

る上での膝史的背景の理解のために，隣接諸科学， とくに政治史の成果に立って論文をまとめ，

一定の水準を示したといえるが，残念ながら，すでにのべた開題点もさることながら r隣接

諸科学の摂取」 は，まさに「摂取」に止まっており，政治史なり，歴史学の成楽に新たな知見

を「附加」するまでにはいたらなかったといえよう o

4 

第二のクループスカヤ H.K. KpyllCK加の論稿に移ろう。いうまでもなしこれはクループス

カヤの論稿の再録でありIf'ソビエト教育学』誌のために書かれたものではない。If'ソビエト

教育学』誌緬集部の注によれば，このクループスカヤの論稿は， 1933年に，ロシア社会民主労

働党第二回大会30周年によせての論文集『古参ボ 1)シェビィク』に発表されたものである。

( C60pHHK { CTapbI品60Jlb山 εBHK}. M.， H3)l屯o{ CTapbI品60JlbWeBHK}，1933， No 3(6)， c.88・91) 

この論稿は， 1957年から1963年にわたって刊行された11巻本の『クループスカヤ教育学著作集』

に収録されていないのと，第二回党大会の綱領教育条項を扱っているソビエトの教脊史テキス

トでも言及されてこなかったためにIf'ソビエト教育学』誌に再録されるまで、われわれは知る

ことができなかったものである。のちにみるように，教育条項をめぐる論争でイースクラ派の

草案を擁護し，発展させるために積極的に発雷したのが，はかならぬ，のちにメンシェピキー

の指導者となったマールトフであり，プレハーノフ r.B.nJlex制 OBであったためであろうか。

ところで， 1903年の第二回党大会で決定されたロシア社会民主労働党綱領教育条項について

の従来のわれわれの到達点はつぎのようなものであった。

r1903年綱領はIf'ツアーリ専制を打倒し...・H ・..民主的共和制に代えることをき当面の任務と

し~ If'最後に，あらゆる窮乏と搾取とをなくす唯一の予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，すなわち民主主義革命から社会主義革命へと，そ

の後の歴史的発展を見通したものであった。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要求が1903年綱領の中で述べられている。

。住民は母語で教育を受ける権利をもっc この権利は，そのために必要な学校を国家と自治

機関の負担で設立することによって保障される。 O国家からの教会の分離じ教会からの学校

の分離。。努女を関わず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

。貧国な見童には国家の負担で食事，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地の食業に

乳幼見のための託児所をもうけること。

ところでわれわれは，ロシア社会民主労働党の組識的源流として，プレハーノフらの組織し

た r労働解放問』をあげることができる o その F労働解放問』の綱領 (1885年)のなかにIf'全
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般的な宗教から分離した，無償義務教脊』が笑施されるべきでありH"この場合，国家は貧国

児童に食事，衣料，学用品を支給しなければならない』と述べられている。(竹郎正恵，沼田

郁子「ロシア革命とレーニン， クループスカヤの教育思想、J. 1967年)ωそしてH"労働解放胆」

の綱領教育条項との比較で，第ニ回大会綱領の発展した，第一の点は，労働者の自己教育の要

求を附加したこと，第二の点は 1無{償戴義務教育」の前lにこ「男女を開わず. 16歳未j満箭のすべて

の児童のために」が補足され「教脊」の蔀に「普通および

の点は，母語でで、教育を受ける権利を民主教育の内実に附加したこと，を指摘した。

すなわち，われわれの従来の解明では1885年の労働解放同綱領と 1903年ロシア社会民主労観

党綱領の開に空白があった。この間には，レーニンやプレハーノフらの「イースクラ」編集局に

よる綱領草案の作成過程と第二回党大会における討議が存在する。織領草案の作成過程につい

ては，レーニン全集(第 4版)によって知ることができる。レーニンは. 1895年-1896年に獄

中で，最初の縞領草案を書いたが. (レーニン「社会民主党綱領草案と解説」?第4版，第 2巻

77-104頁， 第5版， 問. 81 110頁). のちに主として教育条項が入れられることとなっ

た一般民主主義的改革要求の中には教脊条項はなく，労働者のための要求の中に，第 3項.115

歳未満の児童労働の禁止」と第10項 1学校を経営し，労働者に医療上の援助をあたえること

を工場主の義務とする法律」がみられるのみである o このようにレーニンの第一次草案では，

労働解放問綱領よりも教育条項にかんしては後退がみられる。この後退理由の解明は残された

課題である。ついで、，レーニンは. 1899年にシベリアの流刑地で第二次草案を起蒸した杭(レ

ーニン「わが党の綱領草案fi)第4版，第 4巻. 207 -270頁，第 5版，同. 211 -239頁). 

一般民主主義的改革要求では，労働解放問の綱領に本質的変更を加える必要はまずあるまいと

して，その第 3項「非宗教的な無料の普通義務教育，等々りをあげている。労働者保護の要求

では，第 2工頁 114歳未満の児童労働の禁止」を上げ，普通義務教育Cの提起とともに，地方で，学

校経営の工場主への義務がおちてくる。

レーニンの提唱にもとづき 1イースクラ」編集局は1901年夏から鱗領草案の作成にとりか

かり，プレハーノフが，第一次，第二次草案を執筆した。このフ。レハーノフの草案にかんし，

その前半の原則的部分(現代社会の分析とロシア革命の展望など)について，レーニンの批判

がある o (レーニン「ロシア杜会民主労働党綱領作成のための資料JF第4版，第 6巻. 1-61 

頁，第 5板，向. 193 -256頁)しかし，教育条項についてはレーニンの批判はない，プレハ

ーノフの教育条項がどのよっな内容のものであったかを解明することもわれわれの残された課

題の一つである。 1イースクラJ 編集局は，レーニンとプレハーノフの草案をもとに統一的草

案をつくるために小委員会を設けた。プレハーノフの第一次草案へのレーニンの批判(1902年

1月初め)と第二次草案への批判 (1902年 2月末-3月初め)のあいだに，すなわち. 1902年

2丹後半に，レーニンは， 自己の第三次募案を執筆した。この草案の前半部原則的部分は(フ

レイのペンネームで)レーニンが執筆し，後半部の実践的諸要求(教育条項のある部分)は，

小委員会全体. 5人の編集局員の一致した提案となっているY レーニンの第三次草案(小委

員会提案)の教育条項はつぎのようなものである o

一般民主主義的改革要求，第10項「国家からの教会の分離，教会からの学校の分離り第11項

116歳未満の無料の普通義務教育。貧国児童には国家の負担で食料，衣服，学用品を支給する

ことり労働者保護要求の第 5項「企業家が15歳未満の児童の賃労働を利用することの禁止り

小委員会の草案は 4月148のレーニンが欠席したチューリッヒの「イースクラJ編集局員
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会議で確認された。この小委員会草案についてレーニンは「小委員会の綱領草案にたいする意

見」と「小委員会の綱領草案にたいする補足意見J倒)を書いているが，いずれも原則的部分につ

いてであって，夜接，教育条墳についての意見ではない。

かくして[""イースクラJ 編集委員会は， 1902年 6月1日付[""イースクラJ 第21-1子に，ロ

シア社会民主労儲党綱領草案を発表した。

以上は，われわれが「レーニン全集」第 4版(会45巻，別巻 2巻， 1941年発刊， 1967年完結)

から解明しえる内容であるが，第 5版(全55巻， 1958年発刊， 1965年完結)の発刊により，こ

れまでまったく不明であった，第二回党大会における教育条項にかんする討議内容の一部が明

らかにされた。すなわち[""イースクラJ編集局草案の第11項「男女を間わず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。貧困な児童には国家の負担で食事，

衣服，学用品を支給することd にかんし 7月31日(新暦8月13臼)の大会討議で[""住民の

要求があるばあいには母語で、の教授」が補足提案され，レーニンが[""住民が母語で教育を受

ける権利。すべての市民が集会，公共機関，間家機関において母語で意見を述べる権利りを追

加提案した(レーニン「ロシア社会民主労働党第二回大会一一党綱領の一般政治的諸要求の条

項についての提案JP第5版，第 7巻， 277頁，第 4版，第41巻， 55頁)ことである。

クループスカヤの論稿が「ソビエト教育学』誌に収録されるまでの，第ニ回大会綱領教脊条

項についてのわれわれの知見は以上のようなものであった。すなわち[""イースクラ」編集局

の綱領草案が作成されるまでの過程は十全とはいえないまでも，ほぽ経過は明らかとなってい

たO しかし，編集局草案から，決定された綱領までの間，つまり，大会での討論過程は，レー

ニンの母語教育にかんする補足提案以外ほとんど未解明の状態であった。それにしても，レー

ニンの母語教育の補足提案の前後，おそらくは前に[""母語で、の教授」の提案が誰れかによっ

てなされたことが感知され，そのことからも教育条項についても一定の討論がなされたであろ

うことは推定された。

5 

クループスカヤは，論稿の中で，まず，現代の焦眉の課題を解決する上での歴史に学ぶこと

の重要性を指摘し，第二割大会での教育論争をとりあげることの意義にふれ，さらに，最終的

に採択された教育条項を示している。そして，論争は非常に興味深いものであったが，残念な

がら論争は速記されず，発言の大部分が，その明瞭さを失わないよう きとめられていただ

けであること，及び，綱領問題については[""イースクラJ編集局は一致していたことを附設

している o

クループスカヤの論稿によると，教育条項のほとんど全てにわたって論争が行われたことが

わかる。たった一項のみ，全員賛成し，だれひとり論争しなかった教育条項があった。それは，

「国家からの教会の分離と教会からの学校の分離」であった。総当時のツアーリと教会の関係，

ならびに教会による学校の支配の状況下で，また， 自由主義的ブツレジョアジーたちが，思家か

らの教会の分離は主張しても教会からの学校の分離を主張しえないでいるとき，この要求の先

進性と全員一致の意義は大きい。クループスカヤは，この問題は論争がなかった，として次の

開題に移ってゆくが，われわれは全員一致だけではすまされない。すなわち，一方で、，労働解

放司綱領の「全般的な宗教から分離した無11主義務教育j と，それを引きついだレーニンの第二

次草案「非宗教的な無料の普通義務教育」と，他方で，レーニンの第三次草案，同じく，小委
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員会主主案，確定綱領の「教会からの学校の分離J とは，要求内容に資的差異があることである。

「宗教から分離した教育」や「非宗教的な教育」と「教会からの学校の分離J との差異である。

いうまでもなく，民主主義的教育原則の一つである「教育の世俗性」からみるならば r教会

からの学校の分離」よりも r非宗教的な教育」がより徹底的，進歩的な政策である。 r教会

からの学校の分離」の政策では，教会立学校や教会開属学校を廃止したり，司祭，僧侶による

学校での宗教教育を排除しえても，教会から分離した形での学校内での宗教教育までも廃止さ

れるものではない。今日のわが閣においても，私立学校の中に，教会や神社，寺院からは「法

人」等のクッションで「分離」していながら，学校内で宗教教育が，必{I多又は選択の形態をと

って行われている例は多い。ロシアでも， 1917年の二月ブルジョア民主主義革命後に，臨時政

府の教育政策と社会民主労働党の教育政策の対立点の一つは，この問題にあり，社会民主労働

党は徹底した世絡的教育，非宗教的教育をかかげ 4月から 5月の綱領改訂作業の中で r教

会からの学校の分離J に「学校の完全な非宗教?生」を附加し， 1919年 3丹の綱領改訂では「無

条件的に世俗的な，すなわち，いかなる宗教的影響からも解放されているところの単一労働学

校の諸原則を完全に実現すること」と発展させている。ブルジョア臨時政府の教育省は，教会

と学校の分離原民社は認めても，学校内での宗教教育は，両親からの不参加申出があった児童に

かぎり受けなくてよい， というもので事実上，二月革命以前と変らないものであった。ソビエ

ト教育史学界でも，かつて，ニ月革命後の臨時政府の教育政策の評価をめぐって，メディンス

キー教授E.H. MeJlbIHCKH品と，さきにのべたカラリョーフ教授との対立があったが，対立のポイ

ントはこの宗教教育問題の評価とかかわっていた。

1903年綱領作成過程で，つまり，レーニンの第二次草案と第三次草案(小委員会草案)の聞

に，この問題での明らかな「後退」があったのである。もちろん，より徹底した要求を提起す

ることが常に進歩的であるのではない。時代をこえたお想を提起することは利敵行為である。

この場合，問題はこの質的差異が意識され，討議され，盤史的発展過程との関連で「後退」こ

そが，まさに進歩であることの確認があったのか否かである。レーニンのニ次草案と三次草案

の簡の解明については残されているが，すくなくとも，第二聞大会ではこのような討議はなさ

れなかった。クループスカヤのいう「議論の余地はなかった」ことについて，われわれは世俗

的教育の概念の深化とかかわってこのような開題を感ずるのである。

第一の論争は，ブンド派の 1)ーベル M.YI.JlH6ep (ゴーリドマンの仮名)が「国家の負担で貧

困な児童の食事，衣服，学用品の支給J を削除するように提案したことからはじまった~7) 1) 

-ベルの理由はこつあり，第一は無償義務教育の概念には教科書無償のことも含まれているし，

第ニは児童量を裕福なものと貧しいものに分けるのは腹立たしい，というものであった。南部労

働者派の代表でのちにメンシェビィクになったイェゴーロフ EropOB(イェ・ヤ・レーヴ、インの仮

名)もリーベルに賛成し，第三の理由に細いことだからとした。これにたいし，イースクラ派

のマールトフとプレハーノフは次のように反論した。

マールトフ r社会主義者や革命家が，貧しいものと裕福なものがいるということに腹を立

てることなんてありえない。 j戻もろい民主主義者はこの事実をかくそうとするにちがいないが。

貧しい労働者の子どもたちは，どっちみち，かれらが貧乏であることを知るであろう。自分た

ちの綱領にこの条項を入れているヨーロッパの社会主義諸党は，貧しいものと裕福なものがい

ることの強識を恐れはしなかったし，この条項を細いこととはみなさなかった。社会民主主義

者〔当時，マルクス主義者たちはこう呼ばれていた一竹田〕たちにとって，国民学校の問題



140 教育学部紀要第 28号

はとくに重要で、ある。まさに，工場法の細自のように，これらの細目こそ残しておくようにす

べきであるり側フ。レハーノフ rもし，貧しいものに注目することが麗立たしいことだとするな

らば所得税の実施もはばからねばならない。スイスの例でも明らかなように，普通教育が無料

の教科書を前提とするものでは全くない。これは，資本主義社会関有の矛盾の一つである。わ

たくしはスイスに住んでいたが，そこでは無料の教科書のないことが，震乏人たち大衆に侮辱

を与えている。食事にかんしてもスイス視学官シューレルの証言が教えているが，かれのこ

とばによれば，貧乏人の子どもたちが腹を空かして学校へ行かねばならないことがしょっちゅ

うである。わたくしは，教育問題は恭本的な問題だと考えるし，教育問題はプロレタリアート

の権利の保揮であるり側

われわれも 1)ーベルの第二の理由やイェゴーロブの理由には，反対であるが， リーベルの

第一の理由，つまり，無償義務教育の概念には無料の教科書も含むとすべき理由には注目した

いと思う。もちろん，マールトフやプレハーノフが主張したように，現実の封建的，ブルジョ

ア的国家の教育政策としての無償義務教育政策の現実体として無料の掛増や食事が含まれてい

のないことも確かである。だが，当時の体制j舗の政策実体に無料の教科書などが含まれていない

ことを理由に概念内容を制限することも正しくない。われわれは，科学的概念としての無償義

務教育には無料の教科書，食事，衣服などを含めるべきだと考える。とはいっても 1)ーベル

のように含んでいるから削除すべきとはならない。現実に非科学的職念実体との対立がある中

で，保樟条件を具体的に明記することは必要で、あった。それゆえ，すでにみた労働解放団綱領

が無償義務教育の実施を掲げ「この場合，国家は賞臨な児童に食事，衣料，学用品を支給しな

ければならないJ (傍点，竹田〕の表現は示唆的である。 r臨家」は「国家と自治機関」とす

べきであるが。また r貧闘な見童」か「すべての児童」かなど保母の範囲と水準については，

歴史的段階に応じて，具体的には生産力の発展と運動の発展によって規定されるであろう。

1917年の綱領改訂作業では「すべての見輩」となり， 1919年綱領ではその上「靴」が附加され

た。

なお，この条項で r16歳未満」の年齢はレーニンの第三次草案(小委員会草案)で初めて入

ったことが明らかであるが r男女を関わず」と r職業教育J を普通教育とならんで無領義

務教育の内容としたことにも注目したい。この「職業教育」の義務教育tへの包摂は， のちに

1917年の鱗領改訂作業から「総合技術教育」となり， 1919年綱領では，職業教育は17歳以上と

なったこととも関連して残された検討課題のーっといえよう。

第二の論争は，民族教育にかんする問題であり，クループスカヤはこの問題で論争は最高潮

に達したと述懐している。この問題については，すでに「レーニン全集J 第5版の資料にもと

づき，レーニンが「住民が母語で教育を受ける権手iJ...……」の補足提案をしたことが解ってい

るが，この提案の前後関係は不明であった。クループスカヤによれば，この問題の発端は，マ

ールトフが，無償義務教育の前に「母語でJ を追加提案したことにあった。マールトフは，言

語の問権と母語での教授による児童の教育効采の向上を理由としてあげた。マールトフにたい

して，ブンド派のゴリドブラート rO.nbt¥剖aTと南部労働者派のイェゴーロフが喰ってかかった。

「イェゴーロフは，マールトフが前日 w演説者たちが民族l土問権だと主張し，権利の不平等を

苦語の分野に移しかえているのは』呪物崇拝である。 wところが，開題はまさに他の側面から

検討しなければならないのだ。すなわち，民族の権利の不平等が存在しており，そのことが，

一つには，ある民族に属している人び、とが母語を用いる権利が奪われているということにあら
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われているのだ』と言ってたにもかかわらず，民族の問権がいわれている第 7項全部を無にし

ようとしIi大会を国らそう』としている，と非難したりωつまり，イェゴーロフが言いたかっ

たのは，この教育条項討議の前日に，第 7墳の「身分制の廃止。すべて市民は，性別，宗教，

人積，民族の別なし完全な問権をもつりに，イースクラ反対派のリーベルやイェブーロフら

が .f言語の自由」や「言語の詞権」を入れることを主張したにもかかわらず，これがマール

トフらイースクラ派の批判 (f市民の問権」の中に「言語の自由」や「言語の問権」は含まれている)

によって否決されたのであり，いまさら，マールトフが教育条項にかんし「母語で、」をもちだ

すのはおかしい， ということである。(レーニン「一歩前進，ニ歩後退j41}第4版，第 7巻，207

214頁，大月板，同， 230 -238頁参照。)

前述のレーニンの母語教育の補足提案の契機となった論争は，これで明らかになったが，

接的契機と思われる「住民の要求があるばあいには母語で、の教授」の提案が誰によってなされ

たかは，いぜん不明で、ある。民族関題をめぐっても意識性(イースクラ派)と自然発生性(反

イースクラ派)の問題が起っていたことからイェゴーロフら反イースクラ派からの提案と推定

されるが確証はない。結局，レーニンの補足提案に「この権利は，そのために必要な学校を国

家と自治機関の負担で設立することによって保障されるJ が附加されて新たに第 8項として探

択された。プロレタリア政党の綱領に，民族教育政策が「母語で教育を受ける権利J として明

記されたのは醸史上，これが最初である。帝国主義時代の綱領にふさわしい発展といえよう。

なお，民族教育の概念が一層精密に確定されてゆくのは，このおよそ10年後，つまり，第一次

世界大戦前夜の帝国主義諸国の世界再分割にあたり，民族・植民地問題がクローズアップさ札

口シアの教育問題では，ブンド派の「民族的文化的自治論」とレーニンらボリシェビキーとの

理論闘争の激化の中でである。のちのブンド派の主張の蔚芽はすでに第二回党大会の論争にあ

らわれていたといえよう。

第三の論争は，児童労働をめぐってであった。ノースコフ B.A. HOCKOB (仮名グレーボフ

rJIe60B; イースクラ派で当初ボリシェピキー，党分裂後反ボリシェピキー)が r企業家カヨ5

歳未満の児主主の賃労鵠の利F誌を禁止することJ の草案にたいし，学齢児童の雇用禁止を明記す

ることを提案した。コ 1)、ソォーフ KOJIbUOB (ギンスブルグの仮名でイースクラ派メンシェビキー)

は，両親による見輩の搾取を禁止するよう提案し，社会民主労働党をして「両親」とたたかわ

せようとした。さらに， 1)ヤードフ M.H. Jhl.ll.OB (イースクラ派，ボ 1)シェビキー，十月革命

後，教育人民委員部幹部会の一人)とツァリョーフ UapeB tロケルマンの仮名，イースクラ派メ

ンシェビキー)は，未成年の労働時間制限を 4時間ではなく 6時間にすべきと提案したが，その理

由が4時間だと親権を強める恐れがあるというものであった。倒「両親」や「親権」との闘争は

当然にも認められなかったが r学齢期」と r6時間」は採択され，結局 r企業家が学齢期

(16歳未満)の児童の労働を使用することは禁止される。未成年者(16一四歳)の労働時間は

6時間に制限される」となった。企業家による児童労働の禁止年令を何歳にするかは，政府の

労融政策や工場法では，い 7までもなくたえず動揺していたが，社会民主労働党の政策にも動

揺があったことが諸経過から感知される。

第四の論争は，就学前教育， とくに，保育所の設置をめぐってであった。

この条項は，イースクラ編集局綱領草案にはなかった条項であり，第二回党大会の過程で附

加された。代議員の関で「医者」と通称、されていた婦人代議員が発言した。労働者保護の「第

六と第七ノマラグラフの間に，乳幼児のための保育所と乳幼児の養育にかんするパラグラフをお
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こすことが，委員会で決定された。この細自にわたしは反対で、あった。わたしは，この条項が，

工場病院の必置を予定し，婦人労働の適用を増大し，それによって工場主に手をかすことにな

ると思うからです。それに，この開題は充分な検討を必要とするので委員会に差しもどすべき

であり，のちの大会まで延期すべきで、すりω彼女は，検討を要する内容として母乳による養育の

中止と児童の死亡率の関係が論争中であることをあげている。ブンド派のリーベルは工場附設

の保育所では祷生的でないことを理由に保育所条項に反対した。南部労働者派のイェゴーロブ

も，次の大会まで保育所開題を保留することを提案した。

保育所条項を提案した委員会の積極的理由については，クループスカヤの論稿では明らかに

されていない。ただ，皮イースクラ派のブルキエール6pYKep (リヂァ・マフノウ〉ツの仮名，

ペテルブルグの「経済主義者」の代表)さえ r保脊所が死亡率を下げることは自明のことだ」

と発言したことを上げている。たしかに，乳幼児の死亡の問題は当時大きな社会問題で、あった。

当時のロシアの農村では五歳までに乳幼児の半分が死ぬことは加に不思議で、はなかった。病気

になっても治療もできず，天然痘，狸紅熱などの伝染病になって摘離したくても全家族が一部

屋に住んでいる農家ではそれもできない。子どもたちは次からつぎ、へと感染し，何んの手当も

うけずに死んでもゆく。144)都市でも大悲はない。当時の首都ペテルブルグでも，五歳までに40%の

子どもが死ぬYその上，工場の婦人労(勤者の流産，早産，婦人科疾患がきわめて多く，胎児の

うちに死んだ多くの子どもの数がこれに樹加される o 当時の新聞紙上には，再三，工業都市で

「天使の工場」が見つかったことが報じられていた。つまり，いくらかの金で乳飲み子の養育

を引きうけ，飢えさせたり，阿片もーしくはそれに類する方法でできるだけ早くあの世へ送って

しまい，多数の「天使」を製造することを「商売」としているものたちさえいたのであるY西

欧での五歳までの死亡率は，当時，イギリスで5.0%，フランス22.4%，スイス17.1%であっ

たから，ロシアの全国王子均44.4%は異常に高いものであった 1m

こういった状況のもとで，保育所の設置が，婦人労働を増大させ工場主の搾取に予をかすと

の反対は論外としても，母乳養育の可否や衛生上からの反対や保留意見も説得力の弱いものだ

ったといえよう。労働者保護の第 7条項は「嬬人の働くすべての工場その地の企業に乳幼児の

保育所をもうけること。乳児を養背中の婦人は，三時間に l間以上，毎臨すくなくとも30分，

作業を免除されるりとして採択された。採択された条項では，保脊所の設農を「工場主」に義

務づけているわけではない。こうなったのは「医者」の代議員らとの妥協の放であろうか?消

極的には妥協の産物とも考えられるが，積極的には，設護主体を，明記しないことによって工

場主による設護のみならず，自治機関その他による設置の可能性をひらくことになったといえ

よう。それによって，保育所問題がその発端において主として婦人労働者の保護の視点からな

された(採択された条項も，結局，労働者保護のための部分に入れられており基本的には保護

の視点に終った)ことにたいして，子どもの視点から，保育問題として発展させうる道をひら

いたという意義を有している。工場主の必寵義務が入らなかったことの実際の理由は，いま，

知るよしもないが，工場主の必置義務が入らなかったことは，客観的には以上のことを内包し

ており，その発展的，盤史的意義はきわめて大きい。

以上のように，われわれは，クループスカヤの論稿その他によって，第一次ロシア革命前夜

の，帝国主義時代の最初のマルクス主義政党の体系的教育政策としてのロシア社会民主労働党

の教育条項の作成過桂にかんする従来の空白を大きく埋めることができたが，すでに各所での
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べたように，残された課題も，いまだ多い。そのためには，ロシア社会民主労働党機関紙「イ

ースクラJ (1900-1905年， 1-112-'i子)と，第二回党大会議事録の分析が不可欠で、ある。今

後の課題としたい。

なお， 1903年に確定した上記教育政策が運動を過していかに実現していったかについて，わ

れわれはこれまで教員組合運動その他について一定の解明をしてきたが，このことと関連して，

さきにあげた，アソスコフ教授の論文「第一次ロシア革命期の普通教育をめざ、すたたかいJ

A.B.OcOCKOB. Eopb6a 3a Bceo6w.ee o6y'leH討eB rO.llbl nepBo詰pyCCKO詰peBOJI的UI1詰.は，さきに， カ

ラリョーフとピスクノーフの指摘した教育史研究の課題にこたえる注目すべき論文である o こ

の論文について，詳しくふれる余裕は時間的にも紙数の上でもすでにないが，アソスコフ教授

は，第一次ロシア革命期のボ 1)シェビキーの各地方委員会の教育政策の具体化と，労働者，農

民，兵士，および民族解放運動の中でのその展開を実証的に示し，ついで、，教育の世保性や，

教育内容，方法の科学化，民族教育の諸原則，諸概念がどのように(もちろん部分的にではあ

るが)実現され，豊富化されていったかを党史，政治史，労働運動史，農民運動史の諸研究に

もとづき論述している。一読をすすめたい。

(1976. 8 .28.) 
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