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大十月社会主義革命と全ロシア教員組合 (BYC)

待問正

BeJIHKa兄 OKT先opbCKa兄 COUHa♂HCTHQeCKa兄 peBOJIIOUH.H

沼 BcepOCCH設CKI品 y可HTeぉbCKH説 COI03(BYC) 

MacaHao TaK3，na 

全ロシア教員組合 (Bcepocc紅白CK凶 Y鴨 TeJlbC招致 Coぬ3=BYC)は， 1905年第一次ロシア革

命の中で創設され， 1909年， 弾EEによって消滅し， 1917年，二月ブノレジ zア民主主義革命の

直後に再建されたへ

大十月ロシア社会主義革命の後， BYCがソピz ト政権に反対する反革命ストライキを行っ

たことは潟知のことである。このような皮革命行動とその後の短命さゆえに， ソ連郊の教育史

学界では BYCの研究は等関視され，反革命活動の内実は解明されていない。 それゆえ，われ

われは新たに入手した史料の実証的提示をも重視しつつ， 1917年 10丹から 1918年 2月ストラ

イキ終了時までの分析を行った。しかし史料は未だ不充分であり，また， BYCの内部矛盾が

した大会にかんしては入手史料の全てが用いられているわけで、はない。
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L 会ロシア教員組合 (BYC)のソピヱト政権への態度

1917年 10月 25日の首都ベトログラードでの革命は， 大衆の結束力， 組織性， 規律性の

完全さゆえに「まれにみるほど血を見なかった， まれにみるほど成功した蜂超Jl) となった。

しかし，逃亡したケレンスキー前首相はこれまでのブルジョアジーとの結託のみならず，つい

一カ月前には箪部独裁をうちたてるべく自らの臨時政府打倒のためペト戸グラードに進撃しプ

ロレタヲアートによって打ち破られた極反動のコルニーロフ将軍にたすけを求め反革命の内戦

を開始した。また， ドン地方のカザックの頭目カレージンもカザック部隊の一部をひきいてこ

ホ BYCの創設とその後の遂動と論争については，拙稿 f第一次ロシア革命と教育迷動J(機根悟躍を修

『世界教育'i1:大系』童書 15巻，縁談社， 1976年， 252-293ベージ)を，また，符建過穏については，所伸一

氏の秀れた論稿「火十月革命前夜の会ロシア教兵組合運動史J(北海滋大学教育学部紀要，第31号， 1978 
年267-296ベージ)な，十月卒命後の概略は， :f出務「大十月社会主義卒命期の教育J(梅線傍， ~1ÌÍí掲 i渇，

第16基金， 1977年， 34-7ヲベージ)を参隠されたい。
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れに向調した。モスクワでは一時， クレムリンがコノレニーロブ派に市領される事態もおこり，

「政治問題は，いまではぴったり軍事問題に接している戸情勢となった。

ブルジョア政党立憲民主党 (K制 eTbI)は，一方で内戦とサボタージュを組織し，他方で民

主主義者の装いをもって「全権力を憲法制定会議へ/Jのスローガンをかかげた。中間政党の

エス・エル (C-P)布派とメンシェビキー (MeHbllleBHKH)は，首都ペトログラードの市議会とか

たらって「益田・革命救済委員会J(KOMHTeT CnaCeHH5I pO，nHHbI H peBOJIぬな加)を結成しロシ

ア社会民主労働党ボリシェビキーおよびエス・エル左派を中心とするソビエト政権に対抗した。

これに勇気づけられたフソレジョアジーは，実業家連盟の指導者で銀行家のリャブシンスキ

ーを先頭に，かつての手代であった官僚，技師，高級職員庸に反ソビエト政府のサボタージュ

とストライキを呼びかけ，ほとんどの官庁と銀行で実行された。十月革命後，労働省からはじ

まった官吏の反革命ストライキは，四日後には，ほとんどすべての省に及んだ。参加者の生活

費や活動資金のために特別基金がつくられ，その金は，カフカース銀行，ツーラ土地抵当銀行，

モスクワ人民銀行，イワン・スタへ-=フ商会(モスクワ)から出された。さらに実業家連盟指

導者リャブシンスキーが500万ル…ブリ，立憲民主党の前大臣グトレルが 102万ループリ出し

た。イギリス，フランス，ルーマニアなどロシアに資本投下していた外留の帝国主義者たちか

らも資金がょせられた。 さらにブルジョアジーは国立銀行から 4，000万ループリを借り，これ

を数カ月分の賃金として， 仕事に出ないことを条件に前渡した叱官吏には三カ月分が支給さ

れた。教育省の官吏も例外で、はなかったの教育人民委員(文部大臣)ルナチャルスキー (A.B. 

J1 yH8tIapCKH説)は，革命後 8~9 日間はチェルヌイショフ橋のたもとにあった教育省に入ること

ができなかったのルナチャルスキーが，はじめて教育省に入ったとき，下級職員の一団は大へ

ん友好的に迎えたが他の官吏はもぬけの殻であった4)。

さて，全ロシア教員組合宿cepocc凶 CK凶 Y羽 TeJIbCK凶 COIOc=BYC)は， 1917年秋，全

ロシアの教師20万人のうち，約 30%にあたる 75，000人を組織し， 346の地方組織を有する教

員の一大勢力であった5)。全ロシア教員組合の指導部は，中間政党エス・ 1 ル右派が握ってお

り，執行部のメンバーのうち，スミルノーフ，ヴァシレーンコ，フリェ一日フは，臨時政府教

育省の次官であった。他の多くの指導的メンバーも十月革命までは教育省の局部課長や学区の

学務部長や視学官，国民教育国家委員会委員などの要織を兼ねていた。

BYCのソビエト政権にたいする十月革命後最初の態度表明は，これまで解っているところ

では， BYC執行委員会が，エス・エル右派の新聞『人民の意志j)(BoJI5I Ha po，na)紙に， 10月 30

日， 声明を出し rポリシ z ピキ一軍事革命委員会への不醸従と救済委員会への支持は市民の

義務であるJ とのべたことである。また，同じ 10月初日に， BYCの主要な支部の一つである

首都のペトログラード教員総合は，ポリシェピキー派の活動家教師一組合員のベ・ヴェ・ダシュ

=了ヶピッチ(口.B.瓦邑lllKeB目的，ヴェ.=ノレ・メンジンスカヤ(B.P. MeHJKHHCKa5l)，ニE リ・エノレ・メン

ジンスカヤ (λP.MeH.lKHHCK851)の玉名告さ組合から験名した。いま一つの主要支部であったそ

スクワの中等学校活動家組合は， 11月 12臼の総会で「ボヲシェピキーのデマゴギ}的留険に

対し抗議を示すJ6)決議を採択した。

BYCの影響力の強かった国民教育国家委員会も，かつてブルジョア臨時政府には進んで、協

力して教育法案づくりを行った(しかし，臨時政府はそれらをほとんど実現しなかった)が，心

から協力の手をさしのベたソピZ ト政権にたいしては協力を招杏し， 11月 10日には， 国民教

育富家委員会事務局，自らが委員会活動の停止を決議した。 11月四日には， BYCの提唱に
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よってペト口グラードで、開かれた国民教脊閤家委員会会員特別集会は， ソビエト政権とその教

育政策にたいして露骨な敵意を示した。

最近，われわれは， BYCの十月革命鹿後の態度をもっともよく示す史料を入手しえたが，

それは『全ロシア教員組合評議会からJI(OT COBeTa BCepOCCHHCKOrO yqlITeJIbCKOrO COぬ3a)と

名づけられた， BYC評議会*の声明であり， 1917年 11月初日付『全ロシア教員組合通報J1，第

12 i予に発表された。下記がその全文である。

余ロシア教員組合評議会から7)

ロシア革命〔二月革命一竹間〕は，かの専制を打倒して，国民的理性への心からの信頼を

こめて政治的関心を自由なものとし閣内のすべての級織された政治的潮流の代表者たちから

なる地方自治の新たな機関に普通選挙権制度を導入した。残されていたのは，すべての市民が

その決定の意に従わなければならない憲法総定会議の召集によって創造的事業を完成すること

であり，この事業は，他人の考えの抑庄と欽治的反対者の根絶という嫌悪すべき導制政治制度

になじまない自砲な思想問争の原還を，つねに，強菌にするものでなければならない。

しかしながら，憲法制定会議の選挙へむけての特別に重要な準備期に，つまり，国誌の全

ての住意が諸政党のあいだでの，同じく，祖国と革命に忠実な人々のあいだでの，純粋に思想

的な競争に集中されなければならないときに，ポリシェピキ一党は国民の現性への自らの不信

と神襲なる憲法制定会議への犯罪的な侵害によって，自由な市民のよごれのない投票用紙にも

とづいてではなく，同飽の血で真赤に染った銃剣にもとづいて自己の権力を確立する道を選

んだ。

臨時政府の関援は，社会主義者の大臣たちも例外なし追払われ，逮捕され，侮障された。

政府諸機関の活動は麻痔された。戦線は悶難な事態におちいった。首都の街路では，平和な市

民が，政治的に無知な者どもや自由な祖国の意図的な裏切り者どもの流弾で倒れており，これ

らの者どもは，断乎として真実を語り出版活動をしている人びとを迫害している。

母なる祖国へ無意識的あるいは意識的に打撃を与えているこれらすべての分子どもへの反

撃として，共和国臨時評議会およびペト口グラード市会その他の社会諸組織の代表者たちから

なる祖国と革命救済委員会がつくられた。

全ロシア教員組合評議会は，この委員会に加わって，教員の市民的職業的義務を献身的に

遂行すること，ならびに，自由と教育の擁護に顕起することを，すべての教員組織に呼びかけ

るものである。

ボワシェピキーの蜂起の先頭に立ち，全摺民になりかわって立ちふるまっている軍事革命

委員会は，他人の名をかたる権力であり，血まみれの，二枚舌の，そら恐ろしい権力である。

このような権力への不服従と祖国教済委員会への支持は，市民の義務である。

教師諸君，あなたがたの時代がやってきた。あなたがたのすべての説得力，すべての能力

を暗黒と欺舗とのたたかいに集中せよ。いまや，大衆が自由な国家制度を組織するために，ま

* BYC評議会とは，所伸一氏の研究によれば， 1917年 4月7-9El採択規約で「第 26条，総合評議員会

l主，組合員のなかから，代議長大会で選出され，評議室長 18名と評議員候補 6名によって構成される。

その任期は 2年とし， 4写生Fその半数が改選される。最初に童話引によるが，以後は順送りである。Jr第27

条，組合評議会は，代議員大会の執行機関であり，総合のすべての各地の綴織及び特別部の活動を統ー

する。」ものである(所伸一，前掲問。)
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た，学校における新しい文化的福祉をつくりだすために責任を負っているときに，あなたがた

の教脊学的理解力と気転のあらゆるカを発揮せよ，そして，学校で，あなたがたの達者な，人

道的で組織立った発言によって子どもたちにいつでも逃避できる場を与えよ。学校の外にあっ

ては，勇気ある，誠実な，国民的教師，自由の指導者であれのわれわれのスローガンは，普通

選挙権にもとづいて自由に選挙された全ロシア憲法制定会議のもとでの祖国の救済と，口シプ

の対外政策の諸問題が憲法制定会議によって解決されるまでは，強力で必要なすべてのものが

よく補給された寧践の救済である。ここにあるのは救済だけである。極閣の救済者たれ，学校

の救済者たれ，そして， ロシアの教員の栄誉の救済者たれ。(全ロシア教員組合評議会)

上記の声明についていえることは，第一に， BYCにしみわたっている労働組合と称しなが

ら政党の活動を代弁し組合員に強要するその「政治主義」が明瞭にあらわれていることであ

る。 BYCはすでにその発足時， 1905年以来，ロシア社会民主労働党ポリシェピキー派の教師

組合員の，教員組合は思想信条に拘らず結集しうる大衆的労働組合であるべきだ，とする

な意見を代議員の多数決でおしきり，エス・ニLル党派の政治織領を採択しエス・エル党の弱体

を労働組合を政治団体化することで補おうとした。その後， 1907年に至ってボジシェピキ一派

の正当な意見がとり入れられたものの， 1917年4月の再建大会で再び政治問体化を規約改正に

おいて体現した。この声明も教員組合の声明というよりは，まさにエス・エル右派とフツレジョア

ジーの政治団体の声明にほかならないものである。 1905年の第一次ロシア革命において，ポリ

シェピキ一派教員の皮対を押し切って BYCが，ブルジョアジーの政治国体であった『同盟の

同盟』に加盟したごとく，十月革命後には，エス・エノレ右派とフツレジョアジーのブ戸ックである

『祖国と卒命救済委員会』に， BYCは加盟した。

第二には，声明にもられている政治的見解の誤謬についてである。そのーは，十月革命を

「革命」と認めていないことである。 BYCは二月ブルジョア民主主義革命は， rロシア革命」と

称して peBOJUOll.HHr革命Jであることを認めているが，十月革命については， rrepeBOpOT r変
動Jr変革Jを用いて peBOJIIOll.闘であることを認めようとしない。その二は，ソビエト権力に

よる「迫害Jなるものを訴えているが， BYCが全面的に支持したブルジョア臨時政府がボリシ

ェピキーをまさに迫害し，逮捕し，出版所を閉鎖したとき BYCはかような声明を出したであ

ろうかのその三， r血で真赤に染った銃剣」うんぬんと言うが，血が流されたのはケレンスキー

やコノレニーロフ，カレージンらの内戦の開始と帝国主義諸国の子渉戦争によってである。その

四は， ソビエト政権は憲法制定会議の選挙をないがしろにしたというが，臨時政府こそが，選

挙をないがしろにし引き廷したのであり，ソビ、エト政権こそが， 1905年以来の国民的スロー

ガンであった憲法制定会議のための選挙を 11月 11臼に実施したのであるのその五は， BYCは

第一次世界大戦の継続を，そのどちらの側からも帝関主義戦争にほかならなかった第一次大戦

の支持を， 十月革命による「戦線の困難な事態Jを嘆き r箪隊の救済Jを訴えることで示し

たことである。

第三に声明についていえることは，教員組合の組合員，すなわち教師の主要な課題である

P シアの教育をどうするか， ロシア及び諸民族の子どもたちをどう育てるかについては，まっ

たく抽象的にしか述べず，子どもたちにソピエト政権から「逃避できる場を与えよJが具体的

な唯一の指示にほかならない。このことは，第一にのベた，誤った「政治主義j のメダルの裏側

であり，これによって，教師一組合員が教育活動を通してではなく直接的にソピz ト政権への
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反革命活動に入る思想的地ならしを行ったものといえる。それにしても，各省の官吏たちが十

月革命後，直ちにサボタージュ， ストライキに入ったのとは異って BYCのストライキ参加は

ややおくれをとるが， それは， BYCの指導部がエス・エル右派とブルジョア官僚であったとは

いえ，圧倒的多数の組合員は小学校教員を中心とする労働者の下層とその出身も賃金も等しい

ものたちであったことと， 農村の小学校教師へのソピエト政権の一翼をなすエス・エル左派の

影響力と，微少ながら BYC内でのボジシェピキ一派教員の活動が推定される。 これらの要因

については，いまだ，われわれの仮説にすぎない。

11. ソピエト政権の強化と教師への呼びかけ

11月末までには，主要な都市と戦線でソビエト権力とポリシェピキーの勝利が切らかとな

った。モスクワでは， 11月313未明， クレムリンを解放した。首都ペト P グラードにもっとも

近い第四軍は 11月1413の第 12箪瞬時大会でポリシェピキーの提案を 396対 123の圧倒的

代議員の支持で決議した。第 12箪のほか，第 1，第5Ji容をふくむ第 1回北部戦線大会 (11月末，

プスコア)は，ソビエト政権の支持決議を賛成 487，反対4，保留 20の圧倒的代議員数で決定し

た。西部戦線でも 11月20日，西部戦線兵士代表者大会(ミンスク)が開かれ，大会代議員 714

人のうち，ボリシェピキー 473，エス・エノレ左派 74，でソピエト政権支持が80%~ど市めた。南西

部戦線でも，第 1，第2近衛寧団の早期の変革と，第 6，第 11寧も 11月中・下旬までに変革を

とげソピ、エト政権を支持した。さらに速い，ルーマニア戦線およびカフカース戦線でも 12月初

めまでに兵士の大会において多数がソビエト政権を支持した。ウラジーミノレ祭，トベ F県，ニジ

ェゴロト県，ツーラ県などの工業都市であいついで、早期に地方のソビエト権力が確立していっ

た。 これらの労働者と兵士の変革を背景として， 11月26日から 12月初日まで?こ開かれた第

二回全ロシア農民代表大会は， 790人の代議員のうち， ソビエト政権を支えるポリシェピキ-

91，エス・エル左派 350で過半数を占め，エス・エノレ右派は 305人であった。 大会は，それまで

の人民委員会議の活動を承認し農民代表ソピニL ト中央執行委員会を新たに選出しその委員

会は労働者・兵士・農民代表ソビエト全ロシア中央執行委員会に加わったへそれまでソビ、エ

ト政権の一翼言とにないつつも閣僚を送っていなかったエス・エル左派も関僚(人民委員)を出

した。 11月 15日には古い省もすべて接収された。

高級・中級官僚が逃亡したあとの教育省で， 11月1313， ストライキに参加しなかった教

育省下級職員代表者集会がもたれ，つぎのような決議を採択した。

「われわれ，下級の職員は，生じている事態を検討したうえで，労働者・兵士・農民代表第

一罰金ロシア・ソピニE ト大会のすべての決定とそれによって任命された政府を熱烈に歓迎す

る……。われわれは，自分たちがボジシェビキーではないことを言明する。われわれの大部分

は無党派であるが，しかし，われわれは皆一致して，この政府の綱領に賛同し，かっ，政府を

支持するものである。というのは，そこにはすべての勤労大衆の解放をみるからである。この

綱領に反対しているものは革命の反逆者であり，裏切者である戸

この集会の2日後， 11月訪日に教育人民委員ノレナチャルスキーはチェルヌイショブ橋の!日

教育省の建物にはじめて入ったが，そのときの様子をグループスカヤは次のようにのべている。

「わたしは，わたしたちが教育省で『権力をとった』ときのことを想いだす。アナトリー・

ヴァシヲエヴィチ・ルナチャノレスキーとわたしたちひとにぎりの党員は，教育省の建物へむかっ

た……。省、のまわりには怠業者の哨所があった……。省内には，飛脚と掃除人以外には職員が
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いなかった。わたしたちは，空っぽの部監部屋を通っていったが，机の上には，書類が整理さ

れずにあった。それから，わたしたちは執務室のようなところへいき，そこで教育人民委員部

の参与会の最初の会議がひらかれた。lO)

!日教脊省、を接収した 11月 1513に， ノレナチャルスキーは， 3日前の「生徒諸君へJ(K Y咽・

叫HMC匁)のよびかけにつづいて「教舗のみなさんへJ(Ko BCeM y噛 LUHM) を発表した11)。最初

に r数十年にわたりロシアのインテリゲンチャの最良の部分は人民に奉仕し この奉仕をほ

こりにしてきました。かれらは，啓蒙の事業，人民大衆の意識を目覚めさせる事業をとく

要な課題だとみなしたJと p シアの革命的インテリゲンチャの歩んだ伝統を想起せしめてい

る。ついで，二月革命が「くさりきった王座をほうり出したjが，その後，知識人の中に，一

つの誤った思想，すなわち，戦争の継続の必要と，きっすいのブルジョアジーとの社会的和解

の継続という反人民的思想が広がった。そしてブルジョアジーとの和解はロシアを破滅にみち

びくものであり，これを救ったのが十月革命であり，これは人民の根本的社会改造と段閥的社

会主義化，社会正義を求める熱望の表明である。

さらに，モスクワの大資本家，銀行家で実業家連盟の指導者リャブシンスキーの反革命的，

反ボヲシェピキー的デ?を暴露し(たとえば，言論の自由を奪ったといっているが，祖留防衛

主義者の新聞が公然とソビエト政権への武装闘争をよびかけているなど)，教師に警告を与え

ている。

「その本質からしてインテジゲンチャは全体としては小ブルジョア的です。 しかし 同時

に，インテリゲンチャは社会の特別な諸機能をになうものであり，社会の認識と感覚の器官で

あり奉仕者であるのではないでしょうかのラッサールのことばのとおり，学問と第四階級との

同盟は当然なことではないでしょうか。真の芸術家は，正義にたいし，ビロイズムの美しさに

たいし自由への意志にたいし敏感なものではないで、しょうかp 教師は，真の教師は，教師

がどのようであるに社よ，そのあらゆる心的体験と俳回の時でさえ，何よりも人民とともにあ

らねばなりません。人民を助けに行ってください。人民は力にみちていますが，また苦難にと

り閉まれています。ほのおで焼かれる重大な試練の時期に，人民とともにいかにあったかが切

らかな人聞に栄光あれ。J12)

また，ストライキを行っていた教育省官吏に対してもいくつかの行政的処置がとられた。

11月2013までに職務をとらなければ解雇し官舎を退去させることとし， 不出頭のうち高級

官吏 17名を 25日に解雇したのこれと並行して， 23日には教育人民委員部の幹部の一人，ヴェ・

エム・ポズニェル(B.M.日03Hep)の名前で旧教育省官吏の一人ひとりに通知を出し，事務引渡

しのため机の鍵を 11月27日(月曜日)12時に， チェルヌイショフ橋の教育省にもってくるよ

うに，もしもってこない場合は法律上の訴追をうけることとした。もっとも，一人として現わ

れはしなかった。

さらに，臨時政府のもとでつくられ，すで

た国民教育閤家委員会について， 11月2お3臼， レーニン， ルナチャルスキー他の連署で法令を

公布し13)，委員選出基準の改訂とその基準による選出まで、の委員会活動の中止を行った。法令

は，国民教育閤家委員会が臨時政府の下でつくられ，そこで立案した教育改卒はーっとして実

現されなかったこと，十月革命後，国家文教委員部が創設され，国民教育園家委員会に協同を

呼びかけたこと， しかし，国民教育園家委員会の多くのメンバーは権力の移行にともない機利

を失っているものもあり，また，構成の民主化の必要から， r所与の構成の国家委員会は解散さ

れ，次の原則での新しい委員会の創設まで罰家委員会の活動は中止されるj とした。
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III. 全ロシア教員組合 (BYC)の皮革命ストライキ

ソピz ト政権が着実に強化されてゆくのを感じフソレジョアジーと結託したエス・エルお

派の BYC指導部はあぜりだしていたの 11月末に BYC指導部はソピエト政権打倒の教員スト

ライキを決意した。

11月2413， BYCは，ストライキ本部をつくるという特別の呂的をもって教員代表臨事ベ

トログラード協議会を召集し，翌々 2613にこの協議会はつぎのような声明を出した。

「遭遇している現時の諸条件は，すべての教員に，ゼネラノレ・ストライキの形態による総攻

撃への準備をすることを必要としている。それゆえ，協議会は，ペトログラードの他の諸組織

との総攻撃の準備にかんする関係をもつことを執行委員会に委任することを決定した。 12月5

自に，臨時協議会は[111月分の教員給与の 3.5パーセント， 12月分の 5パーセント』でストラ

イキ基金安つくる。 12月6日に，全口シア教員組合大会は， [1人民委員打倒/ 全権力を憲法

制定会議へ/.JIの綱領を支持する他の社会的諸組織の賛成合得て行動することをストライキ参

加者たちに知らせるとともに，ストライキのアピールを出すで、あろう。l4)

教員ストライキのためのこの協議会声明は，①ゼネストの準備をすること，②他組織との

連絡を執行委員会に委任すること，③スト基金をつくること，をのベ，さらに， BYC全体にか

んすることでは，① 12月6自に BYC大会が予定され，@ストライキ・アピーノレが出されるこ

とをあきらかにしている。この BYCにかんするこつのことのうち， BYC大会の鷲期を示す文

書がのちに rすべての教師たちへJ(Ko BCeM y羽 TeJUIM) として出された*。

すべての教師たちへ15)

自主史は，われわれに対して巨大な任務を提起し，かつ，三分のニが文盲である国民に対し

巨大な任務を提超した。大衆の無学を利用して， ドイツ経由の封印車問でわが国に送り崩けら

れた無責任な人間どもの集団とこれらの人間たちの狂信的な追髄者どもは，空想的で実現不能

な約束によって住民の無自覚的な層を自分の方にひきつけてきた。かれらは，無学で、苦しみ疲

れはてた兵士たちに即時和平を約束したが，和平を頼んだかれらの後立てはいい加減なもので

ある。かれらは，パンを約束したが，しかしかれらの即位が国の食糧供給を終局的な破続へ

と導いた。かれらは，完全な自由を約束したが，しかし，かれらは，印刷の破壊に始って，家

宅捜索や拘置，ストライキの禁止を続け，このことにかんしては専制の最たる暗黒時代をも凌

駕し革命〔二月革命一竹間〕のすべての達成物な無に帰せしめた。かれらは，国民にすべて

の完全な権利を与えることを約束したが，全体の投薬にもとづいて選挙される自治機関を粉砕

しはじめた。かれらは， 共和国を布告し憲法制定会議の召集を準備していた臨時政府を逮捕

しかれらによって間胞殺害の内乱に引込まれた，だまされやすく，かれらによって一杯くわ

された人びとの銃剣にのみたよっている己の血の独裁をうちたてた。こうして，無学な住民層

水 この fすべての教師たちへjと越する文芸警は， BYCの「事務局J(6ωpo)名でだされ，日付はなく，印

刷されたのは『全ロシア教員組合通報Jl(113B邑CT沼IIB.Y.C.)第 13~予， 1917年 12月21臼付であるが，

本文中に 12月4-613の大会合延期するとあるところから 12月4日以前に出され， かつ， さきの協議

会声明ではまだ延期が決定されていなかったので，この文畿は 11月24詞から 12月4臼までに出され

たものと考えられる。大会の延筋潔白は，文芸警に~されている「告書の政治的経済的情勢にかんがみ地方

からくる要求に応じてj以外不明である。いずれにしろ，延期は BYC本部の本3まではなかったのであ

ろう。 BYC本部としては， 12月4-613の大会を期して BYC全組織をゼネストに突入させたかった

であろうから。
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の無遠患な，また遠惑がちな欺捕のために，民主主義共和国の輝しい思想は侮隠され，社会主

義の理想は汚され，ロシア革命は血に授らされ，ロシアははずかしめられ，戸シア文化の発展は，

おそらく，ふたたび長期にわたって組害されるだろう。このような犯罪は，ただまったく，国

民の然教育と軽信に由来するものであり，われわれは，あらゆる方法によって，広汎な国民大

衆の中で白覚をよび起しつつ，現在の事態の真の解明を与えることな教員に勧告するものであ

り，このために，父母協議会や地方自治機関，協開組合，村会を利用すべきである。いつでも

文化の番人として立っている教員は，康史における今日のもっとも盟難な瞬間に，野蛮と滅亡

から祖国を救済するためにすべてのカと才能を傾注しなければならない。

閣の政治的経済的情勢にかんがみ地方からくる要求に応じて，ヌド年 12 月 4~6 aモスクワ

で予定していたチH代議員大会は延期された。

大会の時期については，別に通知されるであろう。(事務局)

大会が開かれなかったために，ストライキ・アピールは， BYC評議会 (COBeT)名でだされ

ることとなった。アピールは， 12月6a付で「全ロシア教員組合のすべての組織へJ(Ko BceM 

opraHH3aUHHM BcepoccH設CKoroY四 TeJIbCKOrOCOI03a)として出された。ストライキは，その

スローガンを「人民委員の打開ム「全ての権力を憲法制定会議へJとする全く政治的なもので

あった。ここでも BYCはその「政治主義」の立場をいかんなく発揮している。さらに，人民

委員会議(ソピエト政府)，および，その地方組職への組合員のいかなる参加も無条件的に許さ

ないとした。もっともこのような教条的な組合員へのしめつけは，自らの首をしめつけるもの

となり長つづきするはずはなかった。のちに，次第にこのしめつけは，内容的に，ついで組織

的にほころび，ゆるめられてゆく。

会ロシア教員組合のすべての組織へお)

1) ポリシェピキーによって行われた十月の大変動後の最初の数日間に，全ロシア教員組

合評議会は，ボリシェビキーによって布告された F人民委員の』権力にたいする自己の態度と

この権力との闘争方法についてあきらかにしてきたが， そのさい*誉 教舗の政治ストライキに

は否定的態度をとってきた6

大変動後一カ月を経た全般的情勢を検討したうえで，全ロシア教員組合評議会は， ロシア

を内乱と赤貧と恥擦の底知れぬ深みへますます臨れ，そして，全ロシア教員組合の全権と自由

をますます侵害している園民の意志の借取者にたいし，教員は国の文化的意識的分子の闘争を

強化し継続しなければならないことを確認する。

教員は， かれらが 1905年の専制との関争において一致して立ち上ったことせと想い起そう

ではないか，そして，統治の方法と本質からして専制的なレーニンやトロッキーその他の政権

に対する新しい闘争のために団結しようではないか。

関争は，口頭ならびに印脱された言葉によって，人民委員権力の公然たる不窓認と不服従

の方法によって行われるべきであるが，最悪の場合には， r人民委員の打倒J，r全ての権力を憲

法制定会議へ」の綱領を主張している他の社会的諸罰体の戦術との一致のもとで政治ストライ

キの方法で行われるべきである。

全ロシア教員組合評議会

ベトログラード 1917年 12月6a 
* ps 9TOMとあるが IIP滋 9TOMの誤りと考える。
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2) 評議会の通知以前には， r人民委員会議」の手先どもによって，新しい権力の地方機関

の中に教姉たちの代表を獲得するために地方や外!の教員大会を組織する試みがなされることが

あった。

全ロシア教員組合評議会は噌このような大会への組合員のいかなる参加も許さないこと

を，無条件的に表明する。

BYCがストライキ・アピー/しを発表した，同じ 12月 613，ソピニι ト政権を支持する教師た

ちの新しい教員組合 r間際主義者教員組合J(COI03 ylJllTeJIeÏl必HTepHa~HOHaJIHCTOB=CYI1H，

のちに「全ロシアjがつき， BCYI1H)結成のよびかけが， IFプラウダ』紙に発表された。

「教師のみなさん/ わたくしたち国際主義者教員たちは， 教育者の大部分が人民の敵の

側に立ち，人民の権力に対し，ソビエト権力に対し，それらの代表者，人民委員に対し抗議

ストを行っているか，行おうとしている古い学校の中で，われわれの情況がかくも困難なこの

ときに，そして，人民とともに歩む教師を中傷で悩まし，教員組合から除名するというこの困

難なときに，われわれはあなたがたによびかけているのです。われわれは誠実な人民の側にあ

るみなさんがたに，人民と一体となって新しい社会主義的学校をつくるために，また，人民の

宣伝福のために落ち着いて働き， ロシア社会主義共和国の未来の市民を育てることを教師に可能

ならしめる諸条件のもとに教師の生活と事業が確立せんがために，最近結成された国際主義者

教員組合に加入することを呼びかけ，かつ，招くものであります。l7)

また，組合規約の中で組合の目的と課題をつぎのように規定した。

「第一条 国際主義者教員組合は， 社会主義をめざす国際運動の基盤に立ち， その活動に

おいて組織されたプロレタリアートと連帯して行動する。基本的，教育学的，職業的目的の達

成のために，組合は社会主義革命と現在の学校制度の破壊の基盤に立っすべての陶冶と郡l育分

野の活動家と団結する。

第二条 組合のもっとも重要な課題はつぎのようなものである。母自腐な学校をつくるこ

と。②児童と青年の権利を守ること。③人民の文化水準の高揚。④広汎な人民大衆の中へ自由

な教育の思想をひろめること。@組合員と生徒の中での階級的自覚を発展させること。l8)

12月 11民都市職員連合組合のストライキがはじまったの

12月 14日，ペトログラード教員組合協議会「特別会議」が開かれ， r教員ゼネストの機は

熟した。教員代表のみなさん，このストライキを全教員の事業にしようJとよびかけた19)。翌

日日には，ストライキの開始の日が指定された。臨時協議会は 12月18日(月曜日)からベト

ログラードのすべての学校の教職員のゼネストを決定した。 ストライキのスローガンは，

法制定会議の開催，あらゆる市民的自由の回復，あらゆる都市とゼムストヴォの自治権の回復j

と決められた。ストライキは例外なくあらゆる学校，ギムナジア(古典中学)，実業学校，成人

講習会，労働者講習会で行われ， r勝利までJ続けることが宣告された20)。ストライキは直ちに

218の教育機関に波及し， 2，887名の教師が参加した21)。その後，モスクワにも波及し， 4，000人

の教育者が参加しついで地方都市にも広がっていった。

IV. 金ロシア教員組合大会におりる内部矛腐と諸決議

1917年 12月2813から翌年 1月3日まで，モスクワで，延期されていた全ロシア教員大会

が隠{還された。 28日から， BYCの県教員組織代議員と大評議会員の第一回特別協議会がはじ
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められた。開会の状況を， If'小学校教師dl(HapO，lJ;HbI滋 y四 TeJIb)誌の記者は r農学校の大きく

はない講堂は， 20-30人の大会参加者と，もっと少い来賓でガランとしていた。空席の机にか

こまれた巨大な“式典用"潰阜の向う{閣の真中に，沈んだようなペトログラードの同志の小さ

なグループ，小評議会のメンパー，ヴェ・ア・ゲノレト(B.A. fepム評議会議長)， .:r.ム・ベ・ロパー

トニ zフ(M.D. JIonaTHeB，同副議長)， イェ・ベ・ミハイローフ (E.D.M況xa伽 OB，書記)と，モ

スクワ外|組織の若干のメンバーがならんでいた。全ロシア大評議会大会のさまではまったくな

かったのヴェ・ア・ゲノレトが開会を宣し，代議員たちをもっと評議会の近くの前の方へ招じ，代

議員たちは前二列の杭におずおずと座った。J22) と描写している。 r大会」は， BYCに対して

好意的な『小学校教師』誌の記者をしてさえ，これが「全ロシア大評議会大会jかと皮肉らせ

るほどのなさけない集りであった。参加代議員は，モスクワ，ウラジーミル，ニジ Z ゴーロト，

カスト P マーなどの中央諸県が多数を占め，それにボログダ， レニングラード，ノヴォゴーロ

トの北部県， 4人の西部戦線， 2，3人の南部(ボ戸ーネシ，ハーワコフ)からであり， ドンや，

ウラル，カフカース，シベリアからは一人も参加せず， ウクライナから，エス・ォ・-lzロポノレコ

(C. O. CepOnOJIKo)が参加した23)。

大会の議題は， (1)組合の政治的任務:各クツレープの政治的進出についての地方からの報

告，権力および教員ストライキへの態度について， (2)学校改革と学校管理， (3)労働組合の統

一の問題と教員の要求，であった。

いうまでもなく， BYCの指導部がこの大会にょせる最大の課題は，大会を期に，ソビエト

政権打倒の教員ストライキを，モスクワ，ベトログラード， ウファー，エカテリンブールクーカミ

ら全国に波及dぜることであった。そして，大会の討論もこの教員ストライキをめぐる問題が

中心となった。 BYC指導部の目論見は，ストレートに貫徹することはできなかった。参加者の

中からストライキ反対意見が出されたのである。

ストライキについての最初の発言は，雑誌『ロシアの学校J編集者で，簡民教育国家委員

会委員でもあったヤ・ヤ・グウレヴィッチ(兄.5I. fypeB民可)が行った24)(これについて，カラリョ

ーフ教授は「有名な自由主義的ブルジョアジーの雑誌『口シアの学校』の以前の編集者であっ

たグウレヴィ?チも悶じく公然とストライキに反対したfとのべているが，グウレグイヅチの

反対意見はこのような単純な内容ではなかった。)グウレヴィッチは，学校のストライキを容認

する本大会の第二決議にかんして自分は少数意見であることをまず表明した。そして，ロシア

の知識人は悲劇的な状態にあり，革命までは知識人の菌前には等制権力が立ちはだかり，この

憎々しい権力に対する闘争手段としてストライキは，政治的国家機構の破壊のために理解さ

れ，かつ是認されるものであった。いまや，知識人の面前にはデマゴギー的権力が立ちはだか

り，知識人の側からのこの権力に対する反抗はむずかしいものであり，無知の大衆にとって解

りづらいものである。現下の事態は別の作動指針を示唆しており r別の闘争方法を採用すべ

きであり，人民と接近の道を見つけなければならないJことを強調した。人民大衆はポリシェ

ピキーの側にあり，人民と知識人のあいだの断絶は大きい。モスクワの教員は両親たちの同情

をかちえ，かつ，物資の援助を得ることにさえ成功した。教員は両親たちと親しくなった。だ

が，大人の人びとのために働きながら，子どもたちの教育を拒否することはできない。わが国は

* カラザヨ{ブ教授は，この{庖にチェーホフ，イオノレダン九キヴォログダの代表(スミノレノーフ)の

発震をとりあげているが，いずれも単純なストライキ反対論としてる。 φ.φ.KOpOJleB， 0可epKHno 

HCTOpH直 COBeTCKO註II1KOJlhIII告瓦註rOrHKH1917-1920， MocKBa， 1958r.， c. 131. 
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破滅的な状態にあり，学校も破滅的状態におちいっている。ストライキはさらにいっそう学校

と教員を傷つけるであろう。そのうえ，ストライキは時宜にかなったものではない。というの

は，政治的打撃の点からは，目的を達成しえない弱い手段だからである，とその理由を上げた。

ヴェ・エス・ダクーキン(B.C.且OKyKHH)は，ストライキは是認しえないとの観点から発言

したが，それは児童の利益のためからであった問。ダクーキンは， r学校の主人公は児叢であ

り，教師は公僕であり，年長の仲間であり j ストライキは学校にぬく、、いがたい信号をもたらし

「大人があらそい，子どもたちは悲しむ。Jr子どもたちがわたくしをとりまいているときに，わ

たくしが子どもたちと教室や野原に一緒にいるときに，子どもたちと一緒に磐合戦をしたり，

あっちこっちで遊んだりしているときに，学校になじんで、きたわたくしが何んだって学校の扉

を閉め，偲んだって子どもたちから離れてゆくのだろうか。」ダクーキンの考えによれば，教員

は組織的に弱体であるし，組合もしっかりしておらず，闘う力も手段もないので，ストライキ

は時宜にかなったものではないという。とくに，農村の教師はストライキに入らないだろう，

と主張した。

ヴォログダ支部長エヌ・ぺ・スミルノーフ (H.n. CMHpHOB)は断乎としてストライキ反対を

表現した26)。彼も学校のストライキは「住民から教員をひきはなすだけだj と考えていた。教

員は文化活動から離れるべきではないし離れるときでもない。文化活動は教員の真の任務で

あり，義務である。大会は教員大衆の気分の体現者となっておらず，大会の諸指令は実際にあ

わなくて，宙ぶらりんとなっている，と主張した。

エヌ・エヌ・イオノレダンスキー(抗日.l1opil.aHCKH註，以前，ゼムストヴォの教育関係の活動

家で国民教育国家委員会委員)も， 全ロシア的ストライキにむけての教員のアピールに反対し

て激しく抗議した27)0 rまず何よりも，時宜と実際上からいってj反対した。すべての辺境がお

互いに結びつけられないとストライキは技術的に遂行しえない。鉄道組合がストライキ

するときには，組合が転轍手一人ひとりに物質的な保障をしているが，教員組合は農村の教師

に伺を保障するのか?一一ーと問いかけたの労働者たちの関争方法と戦術は，役に立たず，また

教師の職業的闘争に適用できない，と言う。

ヴォロ}ネシの代議員， エヌ・ヴェ・チェーホフ (H.B. 4eXOB，ゼムストヴォの著名な活動

家)は，教員ゼネストを原則的な判断からも，実践的性格からも是認せず， rストライキを実行

ずる確信はまったくない。Jとのベたお)。ポリシェピキーの学校を横領する企てから，自由な自

治的学校を守るために手をとりあって立ち上ることを教員に勧めながらチェーホフは，ストラ

イキよりももっと有効かつ時宜にかなった学校のための闘争手段として，条件闘争を行うこと

を提案した。

いうまでもなく，これらのストライキ皮対意見は大会の少数意見であったし，ストライキ

反対といっても，すでにみたごとく，ソピエト政権支持の立場からで、はなかった。それにしても

全ロシア教員組合内部に反対意見が出てきたことは注目されるし， 反対者のうち2名(グウレ

ヴィッチとイオルダンスキー)が，のちに，評議会副委員長(全部で3名)に選出されているこ

とも注目される29)。何よりも，都市での教員ストライキを，この大会を契機に全国ゼネストへ

発展させようとしたベトログラードやそスクワを中心とする BYC指導部の企闘が失敬したこ

とは重要である。大会決議の中で闘争手段の多様性が承認されたが，決議全文を次に掲げる。
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教 員 ス ト ラ イ キ の 問 題にかんする会ロ νア

教員組合大評議会の決議ぬ)

教員ストライキ問題について

ア.一 般決議

1917年 12月 29日に忍柴ーされた全ロシア教員組合大評議会は， モスクワ， ペトログラー

ド弓 ウブァー，且カテリンブールグにおける大教員ストライキの事実を確認する。すなわち，

ロシアの多くの他の地域においても，あらゆる瞬間に，同じようなストライキが勃発しうる。

評議会は，ロシアの国家と国民の文化を滅ぼしているボザシェピズムと闘争する必要を認め，

最終的手段として教員ストライキも可能とするあらゆる可能な手段と方法によって，すべての

教員組織とグ、ループが関うことを執勘によびかけるものであるの

地方からの報道にもとづき，かつ， ロシアのさまざまな土地に分散されている教師たちが

生活し，活動しなければならない諸条件の多様性と大きな変化に注意を払い，評議会は，すべて

の教員組織に間ーの闘争方法を勧めることが当然だとはみなしていない，そして，闘争手段の

選択において秀れた積極伎を発揮することを地方クツレープやそれらの執行機関に提起するもの

である。だが，もし選択したならばヲあらゆる方策によって教員の士気の統一を強化し自分た

ちの闘争の考えをZ広汎な住民}警に説明しつつ， しっかりと最後までやりぬくことを提起する。

大評議会は，憲法制定会議をめざす闘争において，すべての働く者のロシアによるゼネス

ト宣言にさいし，そのゼネストへの全戸シア教員組合の合流時期の決定を小評議会へゆだねる

ものである。

イ. モスクワ，ペトログラード，ウファー，エカテリンブールグ

の同志たちへの挨拶

モスクワおよびベトログラードの代表者の報告とウブァーおよびニL カテリンブールグにお

ける教員ストライキの電報な聴いて，大評議会は，自由な学校の擁護のためにボリシェビキー

の権力との闘争に勇敢に進み出，そして，この行動に伴う迫害と災答をも恐れずに，闘を滅ぼ

す政治に対してストライキによって抵抗せざるをえなかった教師のみなさんに大評議会からの

挨拶を送ります。

ウ.戦術決議

地方からの報道によって明らかなことは，他の諸組織と一定の契約をとりかわし，ある場

合に江教員の偲々の部分が，政治行動に参加してきたことであるのこのことから，全ロシア教

員組合大評議会は，教員諸組織が，他の諸組織の強制的な指鴎に従属せずに，また，他の諸組

織とのまさにa出な活動の調和を遵守しつつ，戦術的行動における自己の自由を保持するため

にねばり強い要求を出すことが必要だと考える。

このような条件のもとでのみ教員は，組合綱領のスローガンを遂行しつつ，また，自己の

文化事業の独自性を行使しつつ，あらゆる場合に，一つの総体として行動しうるのであるわあ

れこれの地域的なストライキが発生した場合に，大評議会は，そのストライキが全ロシア教員

組合のすべての地方組織によって向時に行われるようにすることが必要だと考える。
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エ. 同志に反対して行動した教師への態度

評議会は，無学の国民大衆を教員に反抗させ，ストライキ参加者たちに暴圧を加え，スト

ライキ参加者たちのポストを占めている教部どもに，自己の非難と憤激を表明するの

大評議会は，全ロシア教員組合がかような人間を自分たちの仲間として容認すべきではな

いと声明する。

権力問題についての大評議会の決議

全ロシア教員組合大評議会は，人民委員権力の問題への自己の態度を表明することが必要

であると考える。

(1) 大評議会は，人民委員会議権力の不承認の立場，つまり，小評議会がとってきた立場

をとることが全ロシア教員組合のために必要なこととみなす。この命題から結論づけられるこ

とは，人民委員政府ならびにこの政府によって創設された，中央権力機関でも地方権力機関で

も，それらとはいかなる関係といえども差控えることが必要だということである。

<ii> 教員諸経織が，逮捕された同志や，あるいは，逮捕された生徒たちを弁護しなければならない場
合は例外となる。

(II) 大評議会は，憲法制定会議を，新しい全ロシア的権力を創設する権利をもっている唯

一の全権を有する留の政治機関と認める。それゆえ，大評議会は，全ロシア教員組合がその中

央にあっても地方においても，権力の党派的構成とは関係なし憲法制定会議によって批准さ

れた権力を承認しなければならない。

(III) 大評議会は， このような公認の権力が確立するまでは，国民教育の事業への人民委

員権力の手先どもの干渉との活溌な闘争を教員に呼びかけるものである。

国家委員会の活動の開題にかんする大評議会の決議

1) 大評議会は間家委員会会報の可能なかぎり広汎な普及を小評議会へ依頼し，同じこと

を県および州の諸組織にも呼びかけるものである。

2) 大評議会は，国家委員会によってたてられた課題の実現を捉進しつつ，国家委員会の

活動にあらゆる助力を与えることを小評議会へ依頼する。もし，国家委員会が自己の業務を全

く中止せざるをえなくなったときには，全ロシア教員組合小評議会は，全簡共通の教育ミニマ

ムの作成や，同じく，地方における国民教育事業の組織問題にかんする全ロシア協議会の召集

についての委員会の活動を全ロシア教員組合の名で遂行する方策を探し出さねばならないだ

ろうの

3) 大評議会は，学校管理にかんする地方的創意を認めた詳細な法典編纂を引受けること

を小評議会(あるいはそれに代る組織)に提超する。そのような総括的な作業は， 地方自治機

関にとっても，また，教員にとっても，切迫している護法制定会議の立法活動にとっても価値

ある資料となるであろう。もしこの価値ある資料が利用されるときがないとしたら残念なこと

である。学校管理の組織過程がまだ完成されていないことから，この作業を至急承認しなけれ

ばならない。

公示は要しない*

* 原典はイタリック。



172 教育学部紀望書 第 33号

1917年率 1月3Sの会議において，大評議会は，憲法制定会議が挫折した場合，各地にお

ける学校改革問題にかんし，全戸シア教員組合のすべてのグループへ，つぎのような呼びかけ

を出すことを小評議会へ全権委任したわ

ニ月革命から 8カ月すぎた。この間，閤家委員会と全ロシア教員組合代議員のあらゆる努

力にもかかわらず，立法上の手続きによって国民教育の改革を行うことは成功しなかった。教

員は，新しい形態への迩意的な移行を避けようとして長い間， じっと待っていたし組合は，

陰謀的なやり方を奨励する必要はないと考えてきた。

いまや，時期は到来したの学校を革命前の状態，あるいは完全な無秩序状態にしておくこ

とはできないし，それは学校を破滅させる危険がある。それゆえ，全ロシア教員組合大評議会

は，国民教育事業の， 民的においても，学校運営にかんしても，また，各学校の内部体制にお

いても，同じく，それらの相互関係においても留家委員会の法律案によって描かれた制度の各

地における実現に，あらゆる援助をするという提案を，自分たちのすべてのj民市，郡の組織

に呼びかけることを決定するの

このさい，全ロシア教員組合の諸グループは，国民教脊事業主f管轄する主要機関は民主的

な自治機関でなければならないという， 全ロシア教員組合が 1905年以来， 一致して主張して

いる観点を想起しなければならないし，それゆえ，すべての改革は，教員の代表のそれへの参

加とともに，全ロシア教員組合の第6回代議員大会の決議と一致してなされなければならない。

国家委員会の法律案にのっとり，かつ，第 6団代議員大会の決議にのっとり(国家委員会

案の範盟内で)，中等学校および高等小学校，セミナーすア，小学校の自治を実施することの

国民教育園家委員会によって定められた原理と一致して，普通教育学授の一貫した階梯間

の直接的継承関係の制定を必要とする統一学校の原則を実施すること。

標示されたタイプに準じた新しい学校を開設することによって，また，以前の古典中学校

を改革することによって，統一学校の完全な体系を次第に創出し，教科プランを変更すること o

これらの諸改革を実現するさいに，学校における活動の平常の進行と教員団体の個々のメ

ンパーの利益セ最大限保障するために，諸改革の実主短期間の確認を考慮すべきである。

民主主義的学校の創設へのロシアのすべての留民の渇望と教員の理論的力量を閤く信じつ

つ，全ロシア教員組合大評議会は，地方自治組織と教員組織の共同の努力によって，間難な内

苦しの時期においてさえ，努力によって学校は改新されるであろうし，そして改新された学校は

諸組織の調停と合意を経て，祖国の文化の番人となるだろうと確信している。これらの諸機関

がまだ存夜しないところや，あるいは，それらがポリシェピキー権力によって破壊されるかゆ

がめられたところでは，学校改革を教員だけで，自分たちの指導の下でやりとげねばならない。

しかしながら，組合の組織にあってはいかなる場でも，もっとも精力的な方法による改革の遂

行を関守することが義務とならねばならないの

このさい，大評議会は，学校はそのすべてを包括する語義において統一的でなければなら

ず，それゆえ，それぞれの郡，市，あるいは県の地区におけるすべての階梯の，そして，すべ

ての官庁の教師たちは，すべてのタイプに共通した学校管理を組織しなければならない，とい

うことを教員が想起するようアピールするものであるの

提示された改革を実施する上で，もっとも重要な要素は，つぎのようなものでなければな

らない。すなわち， 1)中学校および下級初等学校，河じくすべての教区学校の地方自治機関に

* 1918年の誤りであろう。
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よる引受け。 2)国家委員会の立場と調和した由民教育委員会の創出を義務とすること。

以上の諸決議のうち，第一の「教員ストライキ問題についてjにおいて特徴的なことは，

(1)攻撃目標を以前の「箪事革命委員会jから Iポリシェピズムjに広くとらえていること，

(2)ゼネスト参加は小評議会の将来にゆだねることとし，闘争手段の多様伎を承認せざるをえな

かったこと， (3)反ソピ、エト権力をめざす他組織との共同闘争において戦術的独自性の必要を認

めたこと， (4)その基礎として「自己の文化事業の独自性」を自覚しはじめたこと， (5)ストライ

キ教員のポストについた教師を除名することとし大評議会決定としたこと，である。

第二に権力問題についての大評議会の決議Jでは， (1)ソビエト政権の中央，地方諸機

関と・切コンタクトをとらないという従来の立場に，例外を設け，逮捕された組合員や生徒の

援助のためには接触を許容したこと， (2) 1月5日に話集されていた憲法制定会議におけるエ

ス.;::r:.ルとカデットのブロックの優位を確信して， そこでの権力を認めるという， 十月革命後

実施の選挙を容認したこと， (3) I鴎民教育事業への人民委員権力の手先どもの子渉との活溌な

闘争Jをよびかけ，教育事業への設自を促したこと，である。

第三に I間家委員会の活動の問題にかんする大評議会の決議j では， BYCの十月革命後

の決議，決定としては，はじめて，教育簡題がとり上げられ，基本的には二月から十月までに

国民教育問家委員会が立案した教育法案の範関内で改革が行われるべきであることが強調され

ている。ゑ体的要求として上げられているものとしては I学校の自治j， I普通教脊学校の継

承性j，r統一学校の原則j，I教科プランの変吏j，r学校管理の組織j などであり，現下のスロ

ーガンとしては，①学校の地方自治機関への移譲，②国家委員会の立場と講和した留民教育委

員会の創出，をあげている。いうまでもなく，これらの要求はソビエト政権によってすでに提

起されていた。

v. 反革命ストライキの敗北と教育要求

1917年 12月28日から 1918年 1月3白までの BYC大会以降の， まとまった決議として

われわれが入手している史料の一つに， 1918 年 2 月 15~16 日(1日暦 2~3 13)付の， r第こ回モ

スクワ県教員代議員臨時大会決議j (口OCTaHOBJIe民間 II)l.eJIeraTCKOrO 3KCTpeHHOrO C'e3)1.a 

y弓aLUIIXMOCKOBCKO説 ry6epHIIlめがある。 BYCの反ソピ、エト教員ストライキの一つの拠点，

モスクワ県の教員大会であるだけに，この時期の BYCの態度の典型として意味をもつであろ

う。この決議では，第一に，中央でも，地方でも，労農兵代表ソビ、z トの手にすべての国家機

関の移行が激しく行われ， これが r人民大衆の仮.uからの組織的反対行動に遭わなかったこと

に留意しつつj，r現在，ストライキの形態でこの権力に反対する教員の集団的行動をとること

は不可能で、あると認める oj と述べ，事実上，ストライキの敗北宣言となっていることである。

第二に， これまでと全く逆に r学校の存続を可能なかぎり擁護することが教員にとって現在

の主要な義務となっている」とのベ，学校にもどることを強調している。第三に， r教員は，崩

壊から学校を守るために，また，強制から教師の人格言ど守るために， ソピエト権力と事務的な

交渉に入ることが必要になってくる。Jと，これまた，大会決議とは，まったく逆の立場をとる

こととなった。教員組織の地方労農ソビエトへの参加すら，各地方綴織の判断にゆだねること

で許容したのであるの第闘に，当面の課題として，学校自治，教師の政治的自由，教師ーの学校

管理上の優先権，父母委員会の組織化，校外文化活動への参加，を上げている。 BYCはストラ
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イキに敗北してはじめて自らの主要な任務が人誌の教育要求の実現にあることを悟ったかに見

える。

第二郎モスクワ県教員代議員臨時大会決議31) 1918 年 2 月 15~16 (2~3) 日

1) 最近の政治局面は，中央でも，地方でも，すべての国家機関が労農兵代表ソビ、エトの

手に移行する方向へ激しく変化しこの移行が，全体として，人民大衆の側からの組織的反対

行動に遭わなかったことに留意しつつ，第二回モスグワ県教員代議員大会は，今まで通り，教

員にとって新しい権力を承認することは道徳的に可能な正しい人民の意志の表明とは考えな

いが，にもかかわらず，現在，ストライキの形態でこの権力に反対する教員の集団的行動をと

ることは不可能であると認める。というのは，教員は完全に孤立することになり，民族文化と

自由の重要な砦である学校の崩壊をもたらすのみだからである。

2) 国が遭遇している国家的経済的崩壊は，閣の文化的発展にとって致命的危験性をもた

らし留の文化的発展のもっとも重要な根拠地である学校を瓦壊するような段階に達してお

り，この見地から，学校の存続を可能なかぎり擁護することが教員にとって現在の主要な義務

となっている。

3) 学校における文化活動の維持が自己のもっとも重要な当面の在務であると認め，かっ

労農兵代表ソピエト政府の手に全ての権力が移行した事実を考!慈して，教員は，崩壊から学校

事業を守るために，また，強制から教師の人格を守るために， ソビ、ニ己ト権力と事務的な交渉に

入ることが必要になってくるやこれらの交渉は，ぱらぱらにではなく，自分たちの組合を通し

て組織的になされなければならない。

4) 教員はつぎのことを擁護しなければならない。(ア)学校自治の承認， (イ)教師の政治

的自決の自由(ソビエトの政綱の承認にかんする饗約書を求めないこと)， (ウ)教員の職業的組

織の承認と学校管理におけるその鍵先的役割の承認。このために，以前のでも，新しい権力に

よって創設されるものでも学校管理機関において，管匹や郷の国民教育委員会の中の真の住民

代表とならんで教員組織の代表に決定的重要性が委ねられなければならない。

〈注)* 神の法の教授と授業の報酬にかんしては，父母委員会の決定にゆだねられる。

5) 学校保全と学校自治をめざす自己の闘争において教員は，もっとも重要な支持をまさ

に住民の中に見い出さねばならない。このことを不可避的に求めているのは，まさに，閣の財

政的崩壊であり，自治機関が残存しているところではa治機関の側からも，自治機関と交替し

た労農兵代表ソピエトの側からも学校経営への資金支出を中止する危険がある。

6) ここから，教員にとって目下のもっとも重要な戦術的住務は，自治的学校をめざす闘

争と学校の財政的維持をめざす闘争に父母委員会をひきつけるために父母委員会の組織化に全

力をあげることである。同時に，教員は，当該管区，郷，郡の全住民が自分たちの切実な問題

として学校の運命を考えるようになり，学校の法的，財政的維持に積極的に参加するように，

全てのエネルギーを傾注しなければならないのこのためのもっとも重要な戦術的方法とみなし

うるのは，協同総合とのより緊筏な結びつきである。

7) 父母のみならず，住民のすべてが学校の運命に親密な関心を有しているのであり，教

員が，もっとも広範囲に校外文化活動，つまり， 演劇穴タベの集い，政治啓蒙講座を

*原it

林原文は CneKTaJIHであるが， CneKTaKJIHが廷しい。
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行うようにと望んでいる。

労働者・農民・兵士代表ソピ、エトへの教員組織の参加を認める問題を，大会は地方の審議

にゆだねる。

さて，これまで述べてきた限りにおいて， BYCが掲げる教育要求は，ルナチャルスキー他

によって表明されたソビ、エト政権のブルジョア民主主義教育の完全な実現とし寸革命穫後の教

育政策と殆んど一致するものである。したがって， BYCが「政治主義Jの偏向をおかさず，教

育要求の実現を中心にすえて活動したならば，反革命教員ストライキの誤りを犯さずにすむ

か，或は，さきの大会の少数意見を入れて，ストライキは早期に終結されたであろう。しかし，

BYCの膝史的に形成された「政治主義」の体質は，労儲組合合政党化することによって労働組

合を崩壊せしめ，他方，政党の労働組合依存によって政党合弱体化するというこ重の誤りを犯

した。これは，日本の今日の教員組合運動にとっても示唆的なものである。

ところで，教育要求について， ソビエト政権と BYCとはその殆んどが一致すると述べた

が，以下のさ点において異っている。その第一は，宗教教育をめぐる開題であり，ソピニι ト政

権は明確に「霞家と教会の分離，教会と学校の分離Jをかかげ，教会の中の神学校以外，学校

における宗教教育， r神の法j の授業の禁止，をかかげたが， BYCは，教会と学校の分離の原

則は認めつつも，可申の法Jの授業は，存置するとした。これは， BYCの 1917年4月再建大会

規約では r溌止Jをうたっていたものであり， 同年8月の大会で「存置j に後退したもので

あるのさきにのベた 1918年 2月の第二回モスクワ県教員大会のストライキ敗北宣言の中でも

「神の法の授業と授業の報酬にかんしては，父母委員会の決定にゆだねるJとして， r存置j を

認めている。 これは， BYC自身が， 1907年の第一次ロシア革命期の規約から後退したのみな

らず，わずか数カ月前の規約からの明確な後退であった。この一事をとっても， ソビエト政権

の教育政策が急激な変革を迫ったために BYCが民対したのではなく， BYC主流派のエス.;;r:. 

ル右派が，つまり中道派が，地主・貴族の!日勢力やフソレジョアジーとプロックを結んだことに

より後退があったことを示している。中道勢力といわれるものがフツレジョアジーとプロックを

級んださいに，ブルジ豆アジーを引きょせるのではなく，フヂルジョアジーに引きつけられるこ

とを良く示している。第ニ点は，普通義務教育をソビエト政権は，初等教育の全期間としたの

に対して， BYCは最初のニカ年間としたことであるのこれも四月の規約からの後退である。

第三点は，教員の選挙についてであり， ソピニL ト政権は住民による選挙念かかげたのに対し，

BYCは教職員会議での選挙とした32)。なお，この実施にあたってはソビ、エト政権下で，各地

方ソビエトの国民教育部と，国民教育ソビエトが協力して行った。

BYCは1918年春に，その機関誌で「ソピ、エト人民委員政府が，人民大衆によって支持さ

れ，承認されていることがはっきりしたときから，ソピz ト人民委員政府を無視することはで

きなしづと， BYC全体として敗北を認めた。ソビエト政権が学校への後帰をよびかけたとき

には見向きもしなかったストライキ参加教師たちは，自分たちの戻るべきポストがなくなった

ときに，あわてて復職を懇願しはじめた。その懇願に父母委員会を利用した。ストライキ敗北

後，急速に組織は弱体化していった。例えば， BYCモスクワ支部の主導権をにぎっていたそス

クワの 3，000人の中等学校教師中組合員は， 1918年 5月には 900人となっていた。とくに，国

際主義者教員組合第 1 回全ロシプ大会 (6 月 2~4 13) と第一回全ロシア教員大会 (7 月 4~8 日)

の成功後， BYCの衰退は著しかった。 1918年8月から， BYCの解散 (1918年 12月)までの



176 教脊学部紀要第 33号

時期は， BYCのひきつづく急激な崩壊，その地方支部の大衆的離反，国際主義者教員組合の教

員への影響の一層の増大，として特徴づけられる。33)
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