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経 済 学 研 究 36-4
北海道大学 1987.3 

く研究ノート>

レ}ニンと「労働者調査J(追補)

荒叉重雄

『レーニンスキー・ズボールニク』第40巻

(1985，モスグワ)に， w労働者階級解放闘争同

盟』時代のレーニンのものと思われる労働者ア

ンケート BorrpOCHHKが公表され， 聴講弘氏が

『労働運動』誌 (1986年11月号)に翻訳紹介し

ている。

歴史学博士候補ヴェ・ヴェ・ローシキン B.
B.刀O)!(KHH がそれを発見したいきさつをみる

と， 1895年12月および1896年8月にレーニンの

協力者たちが警察に逮捕されたときの捜査，押

収目録までたしかめられているのであって，こ

れが幻の労働者調査アンケートの本物であるこ

とはまちがし、なさそうである。いくつかの過去

の証言のとおりに，ノート大の紙に手書きされ

たものという。

わたしは，前稿「レーニンと『労働者調査j]J

(北海道大学『経済学研究』第27巻第2号， 1977 

年 5月)に，それまでに明らかにされていた周

辺的資料の紹介を試みていたが，今回，まさに

この中心的資料が出現した機会に，すでに聴講

氏による紹介のあるところではあるが，いま一

度，わたしなりの紹介をしておきたいと思う。

以下，註記はすべてわたしが附したものであ

る。

レーニンと彼の仲間たちによる労働者調査設

問

I 工場および工場当局

1.工場あるいは製作所名。

〔註.ゆa6pHKaH 3aBO瓦である。前者は

繊維産業のような工場，機械制大工業の典

型例に近いもの，を指し，後者は装置産業

など製造所と訳したらよいものと，一点の

規模の大きい製品をつくる金属加工工業の

ようなものとを指している。〕

2.場所。

3. 創設年。

4. 工場の管理や生産や作業の秩序に何か変

化はなかったか。支配人，工場長，職長その他

の異動が労働者に(工場内での労働者の状態，

賃金，その他)影響を与えたか。もっとも特徴

的な例を上げよ。

〔註.支配人 yrrpaBJHIね瓜目前は工場の所

有者を代表して工場の財務の管理に当り，

工場長江町田TOpは工場全体の生産管理に

責任をもち，職長 MaCTepは現場で労働者

を統括し生産に当っていた。〕

5.所有者と支配人の姓。

工場 MaCTepCKa51 あるいは諜ロ0江戸羽田-

eHHe (職場 uexその他)の数。

〔註.全体としての工場 φa6pHKa HJIH 

3aBO瓦は，その内部にいくつもの部門，部

署をかかえていた。担当する生産あるい

は作業によって分業している諸部門は，

MaCTepCKa51 とか uex とか呼ばれた。前

者は，責任ある職長 MaCTepに統括されて

いるとし寸語義をひき，後者は，同じ職種

の労働者の集団という語義をひいていると

考えられるが，両者に区別があったとは思

えなL、。とりあえず， この項は，工場内部
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の部門編成を問うているのである。7
6. すべてを列挙せよ。

11 工場にお切る労働者

7. 労働者数。男女別，それぞれについて成

年(大凡の年令)，未成年，児童別。

〔註.帝政ロシアにおいては， 1882年工場

法によって，法が適用される工場では12才

未満の就業禁止， 12才以上15才未満の保護

労働者扱いが原則として打ち出され， 1885 

年工場法によって， 15才以上17才未満と婦

人とがあらたに保護労働者扱いをうけた。

ここでの区分はそうした工場法のカテゴリ

ーに沿っている。〕

8. 労働者の民族性(それぞれの民族が何名

づ、つ)。各民族労働者の間の関係。 ロシヤ人職

長その他への彼らの態度。種々の民族聞に敵意

がみとめられるか。どんな理由でか。実例。ロ

シア人以外の民族労働者はどれぐらい社会的に

発展しているか。

〔註.最後の行は訳しすぎかも知れない。

(KaK pa3BHTbI H3ぇpyrHxHaUHOHa~bHOCT田

E首)様々な民族の生活慣習のちがL、が政治

的社会的対立を生んでいることについて聞

いただしているものと読んでみるか， も

し H3が C に置きかえられたら，ある民

族，たとえば大ロシア民族の先進性を測ろ

うとしているものにも読めるかとまよって

いる。〕

9. 労働者の出身一一農村住民か地元住民

か。何が前者を都市へむかわせたか。ずっと以

前にか。農村出身労働者は都市労働者と非常に

違うか(どの点で)。彼らに対し都市労働者は

どういう態度をとっているか。都市出身と農村

出身の労働者は，疎遠だったり不和だったりし

ていないか。互に知り合いになっているか。農

村出身労働者は，はじめどのように振舞い，の

ちどうなるか。

10. その工場で労働者は永く暮しているか。

もし労働者が入れ替っているなら，その理由。

11.それぞれの作業に，何才ぐらいまで就い

ていられるか。時折，休暇が必要ではないか。

夏の何ヶ月か，健康の回復のために農村へ行く

か。あるいは，同じように，農村出身労働者は

農耕のために農村に行くか。その工場で何年も

の間，永くつづけて働くことができるか。工場

の採用条件。医師の診察。いまはかかっていな

いが，作業の過程でのちにあらわれてくる病気

の診断書が大多数のものに〔あらかじめ]与え

られているようなことはないか。

〔註.最後の部分は，もちろん，雇主が労

働災害補償責任を逃れる行動を想定した質

問項目である。労働災害への雇主責任は

1903年法までは一般法としては存在せず，

その法でもなお職業病は含まれていない

が， 1893年に法案が審議されたこともあ

り，また， 1886年工場法にもとづいて各県

に設置されていった工場問題審判所が，安

全衛生に関する義務的規程を次々に制定し

ていた。〕

111 作 業条 件

12.別々に専門化されたすべての労働を挙げ

よ(機械技師，紡績工，鍛治工，旋盤工，雑役

労働者，その他)。それぞれの職種の労働者数，

性・年令にも注意して。

13.労働について記せ。どこにそれぞれの労

働の特別さがあるのか。たとえば，精神的ある

いは肉体的作業をより多く要求するとか。労働

の変化のなさ，単調さ，退屈さ。

14.工場の居住条件。広さ，温度，清潔さ。

とくに悪い(ほこり，暑さ，風通し，寒さ，そ

の他)部門をあげよ。衛生状態。

15.機械はどのようなものか。非常に速く運

転されているか(近年にその速さが増大しなか

ったか)， 危険が目立っていなし、か(歯車，伝

導装置の危険な部門で蔽いのされていないとこ

ろ)， 柵のようなものはめぐらしてあるか， 災
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害は一般に頻繁か， どんな災害が， どんなこと

から， とりわけ頻繁におこるか(狭い通路，疲

労， 運転中の清掃)。労働者たちはこれらすべ

てにどのような態度をとっているか。一一事実

を。

16. 不具になったことに対する補償は何かあ

るか。裁判ざたは頻繁か， どちらの側が勝訴し

ているか。実例をあげよ。不具になったことに

対し，工場はいくら支払ったか。全く何も支払

わなかったことが何回あったか。不具になって

労働不能になったものたちの大部分は， どこに

身をかくすのか。

IV賃金

(受領条件，賃上げ，賃下げの原因，

支払い期間，等々)

17.賃金，職種別，年令別，性7J1j• •. 

18. 賃金について過去との比較。もし低下し

ていたら，いつからか。もし増加していたら，

その理由。実例。

19. 出来高(個数)賃金。課業 HOpMbIはな

いか (出来高産出の一定量)。出来高賃金があ

るなら，いつから導入されたか。日給とくらべ

てよりよく支払われているか。労働者間の競争

のために，課業が増大していく傾向はないか。

〔註.テーラー主義的な taskの存在を問

うているものと思われる。とはいっても，

作業研究や動作研究を前提したものでない

ことはもちろんであるが。〕

20. 若干の部門では日給や週給やその他の賃

金が採用されているか。労働者は日給や週給の

方がよいことを理解しているか。時間給と出来

高給のそれぞれに， c労働者は〕 どういう態度

をとっているか。実例。

21. C労働者たちを〕組口exにわけているこ

とはあるか。組支払 neXBa51rr.naTaはあるか。

労働者が組支払 (~rrporap~) より少なくしか受

けとっていない場合はないか。そこで工場管理

部はどの程度責任があるか。組支払は，他の場

合にくらべてどの程度高いか。労働者たちはそ

れに対しどのような態度をとっているか。一一一

実例。

〔註. nexにはギルドのような労働者組織

の意味もあり，工場にくみこまれた分業に

おける，同じ敷地の中のそれぞれの工場，

あるいは同じ建物の中のそれぞれの職場の

意味もある。この場合には，内部請負制に

おける請負の主体としての労働者集団を指

しているものと思われる。組支払いは，一

定の仕事量に対する組全体への一括支払い

であり，次にその全額を組内部の構成員の

各人へ，それぞれの賃格に応じて配分する

ことである。賃格は，それぞれの労働者の

格に応じた標準賃金を意味することにな

る。格付けの意味をともなう基本給という

日本語もヒントになる。工場管理部が，組

nexへ適切な仕事量をまわさないとか，組

への支払額を全体として値切るなどすれ

ば，個々の労働者は格に応じた標準賃金を

現実には取得できなくなることもおこる。

しかし，一般に， こうした労働者集団は熟

練職工を中心に組織されているから，工場

管理部との交渉力も強かったであろう。

なお rrporapの意味はわからない。森

のたき火跡という辞書の記述から，狩人の

集団が獲物を分配したときの配分原理など

を推測してみたが， 当面空想の域を出な

22. 支払期間。最近になって短期化されたか

長期化されたか。いろいろな支払期間に対する

労働者たちの態度。

〔註.何日毎に賃金が支払われるかの問

題。日々支払うもの，週末に支払うもの，

半年ほども経過してから清算してくれるも

のなど。〕

23. 請負人はし、るか。 (1)工場から仕事をとっ

てくるだけの請負人(職工長 CTapWHHbl)で，

工場自身が支払うもの。 (2)工場から取ってきた

仕事を自分で下のものに与え，また自分で、支払
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いもする (事務所 KOHTopaが支払うのではな

く)請負人(請負職人山Ty可HHK)。これら請負

職人は職長か，あるいはヒラの労働者か。彼ら

の多くは労働者を利用して利益を得ているか

(搾取とか中間利得 6apbIlliを得るとかの意

味)。彼らは労賃の切り下げをやるか。労働者

は彼らに対してどんな態度をとっているか， と

りわけ(2)のケースについて。こうした請負職人

を廃止せよとの要求はないか。

〔註.工場内部の支配構造を問うている。

内部請負1Mがどの程度存続しているか。ま

たその請負集団と，代表者たる請負人の関

係がどの程度労働者としての共通性を帯び

ているか，反対にどの程度雇い雇われる関

係にかわって敵対をはらんでいるか。その

請負人がどの程度工場支配人をトップとす

るヒエラルヒーに組みこまれているか。と

いったことどもが問題とされている。〕

24. 操業の恒常性(継続性)。いつ(季節)

工場はとくに操業度をあげるか。労働者は休業

のさいに支払いをうけるか，あるいは清算解雇

されるか。清算もなしに操業再開まで待つこと

を強いられたりしないか。

〔註.操業の安定性を問うている。ここで

の操業は pa60Taであるが，労働者の側に

立った労働ではない。清算解雇は pac可eT

の訳であるが， この言葉には清算と解雇の

二つの意味があり，通常は長期雇用につい

てみると同じ現象の二つの側面をなす。と

ころが，清算なしに待たされることもあ

る。この場合には，賃金の遅配の意味とな

り，あるいは賃金を差し押さえたまま労働

者を工場に緊縛する意味にもなる。〕

25. その工場には『失業者軍』がし、るか。工

場近くに，いつも候補者であるものたち(毎

日工場にやってきて，労働者がことわった職

MeCTOがあったとき，その職に採用されるよう

なもの)は住んでいないか。どこから失業者が

発生するのか(機械がその大きな生産性のゆえ

に失業者を追い出すのか，あるいはその王場へ

の注文の途絶か，その他)を言えないか。賃金

の引き下げという意味で，労働者への失業者の

圧迫は顕著であるか。単に当局の側からの勝手

な操業の中止や，一般的専横さの方がよりしば

しば見うけられるのか。

〔註.近代的な労働市場のメカニズムが労

働者を苦しめている主因であるのか，それ

よりは工場の中に影響を及ぼLている農奴

制的，専制的社会構造の方が問題なのかを

答えさせようとしているものと思われる。〕

26. 欠

27. 工場と労働者との契約 KOHTpaKTや約定

yCJIOBHeの締結。採用の細かな条件を記すこ

と。〔細かな陳述を〕 ことわられたら，その理

由。事実。雇ってほしくてあらわれるものが毎

日何人いるか。どの季節に少いか，多いか。

28. 労働者への支払いについて。工場主たち

の詐欺行為につらなるような何か策略のような

ものはなかったか，今はどうか。一一事実をも

っと詳細に。

V 労働 日

29. 平日と土曜日の労働時間の長さ。職種

別，性別，年令別，工場・部門別。ボイラーマ

ンや，工場に早くこなければならない(蒸気機

関の作動準備，機械その他の準備のために)労

働者一般の日労働時間の長さ。

30. 交替制。そのようなものがあるか，もっ

と詳しく，いつ始業でいっ終業となるか，休憩

時聞はどうか。性別，年令別，職種別の深夜

業。その工場では，労働者たちは，交替制に対

し，深夜業に対し，どのような態度をとってい

るカミ。

31. 児童に対して労働日の制限がなされてい

たら，その制限は工場監督の諸法律に沿って厳

格に実施されているか。「実施されているとす

ると」それは誰のせいであるのか。児童労働は

労働者の削減や成年労働者の街路への放り出し

をひきおこしてはいないか。実例。
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32. 所定労働時間と時間外労働との区別はあ

るか。横暴な時間延長はないか，たとえば，機

械を時刻より早く運転し，遅くまで停止せず，

朝食や昼食の時聞をとりあげる，等々。

33. 時間外労働はあるか， しょっちゅうか，

長期にわたっでか，休日にも仕事に出なくては

ならないか。種々の時間に対してどのように支

払われているか。時間外労働は週当り，月当

り……どのくらいか， どの季節にもっとも多い

か，実例をあげること。時間外労働が賃金をひ

きさげることに気づくことはないか。もしそう

なら，実例をあげること。

34. 休日 rrpa日開問。その日数，日曜日は，

皇帝祝祭日は，ギリシャ正教の12祭日は休んで

祝っているか。休日に労働はないか，それらの

日にはどのように支払われているか。

〔註. 日曜日も休日とされずに労働させら

れることも労働者の生活を悪化させるのは

もちろんであるが，祝祭日が，休業日とな

って賃金支払いがないことも， しばしば労

働者の生活を不安定にした。〕

VI 労働者に最も身近かな当局，労働

者の取扱われ方，窃盗，罰金

35. 職長，その下の長，そのまた下の長(指

揮者 yKa3aTemf，平工員筆頭 pH，l{QHKHその他)。

彼らに対する労働者の態度。彼らはどういった

人から出るか，労働者に対しどのような態度を

とっているか(悪態をつく，殴る)。労働者の

側からの抗議はあるか，またそうしたことはど

んな結果となるか一一事実，いま一度事実を。

職長やその他の職制は婦人や児童にどのような

態度をとっているか。

〔註.組長，伍長，棒心といった日本語と

の対応をもっと検討しなくてはならなL、。

職長 MaCTepはホワイトカラーの班長とは

違い，事務所 KOHTOpの職員だけがホワイ

トカラーという例も多いが，大工場では，

技師が職長になった例もあるとされてい

る。(辻義昌氏の研究)J。

36.資材の検査。作業には科はなく材料が不

適当だった(織布工のところに腐った糸がとど

けられていた，等)のに罰金が課されるか。実

例を，詳しく。

37.資材を労働者が窃盗することはないか，

また職長が同様にして窃盗することはないか。

身体探索 06bICKHはおこなわれているか。婦人

に対する身体探索のやり方をもっと詳しく(服

を脱がせて丸裸にしたり，瑚笑したりしていな

いか)。窃盗が行なわれているときは， 窃盗が

労働者にどのような結末をもたらすか(罰金，

解雇， 裁判所への引渡し)。窃盗をひきおこし

たものは何か，賃金の低さではないか。

38.罰金。それの列挙(遅刻に対して， どれ

だけの時聞にどれだけの罰金か，たとえば， 15 

分遅れには，半日の欠勤には，全く一日欠勤し

たとき He兄BKaは，ずる休み rrpory.nは，不服

従には， その他)。 どれぐらいの額になるか，

多くの例を，工場主たちは労働者から罰金を，

週当り，月当りどれくらい取り上げたか。金は

どこに行くか(資本家のためにつかわれるか，

法律のとおりに労働者の必要のための基金にく

りこまれるか)。 この法律を， たとえば罰金を

賞与におきかえるといった手段で，のがれてい

ないか(罰金で、労働者への支払いを切りさげて

おいて，そのあとで，賞与を出す， という)。

39. 労働能力喪失した人々(不具となったも

の，あるいは老齢で)をどのように扱っている

か。解雇しているか，あるいは保障を与えてい

るか。工場の病院に収容しないのか。被災者の

治療は誰の負担か一一事実。

〔註.労働能力喪失者への保障としては，

扶助金や年金の支出の例もあった。〕

VII 機械の清掃，学校，医療扶助

40.機械，機台〔織機〕の清掃に特別の時聞

が与えられているか，運転中にか，清掃のさい

停止するか。そうしたとき広災害がじばしば発
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生していないか，労働者の抗議はないか。清掃

に対して特別の支払いがあるべきではないか。

41.学校はあるか，生徒教，労働者の子ども

か職長の子どもか，働きながら勉強するための

学校はあるか，学校を維持するために賃金から

控除されることはないか。工場主たちゃ労働者

たちは〔学校に対し〕どのような態度をとって

いるか， どのような意義をみとめているか。

42. 読み書きできる人は多いか，新聞や本を

読んでいるか， しじゅう読んでいるものはどん

なものか， ものを読む知的な労働者たちはその

他のものたちとちがっているか，他の労働者た

ちはそのような， ものを読む労働者たちにどん

な態度をとっているか，職長はものを読む労働

者たちに敵意をいだいていないか。

43. 工場主たちは，本を読んでいる労働者た

ちiに対して， 日曜学校に行く労働者たちに対し

てどのような態度をとっているか，そうしたこ

とを敵意をもってみていないか。

44.病院はあるか， どのようにして設立され

たか。病院のために賃金からの控除がなされて

るか，医者は労働者に対して，労働者は医者に

対して， どんな態度をとっているか。

VIII 工場監督，訴願 )!{a.no6bI住居，

食物

45. 工場監督，臨検は頻繁か，工場の欠陥に

対し， どの程度注意深く， どの程度熱心である

か。労働者の訴願にどのような態度をとってい

るか。実例， 実例， 実例を。監督官の姓と住

所。

46. 工場主や警察や監督機関への不平訴え

)!{a.no6bI。労働者は不平訴えることを有益だと

考えているか，訴願のあと，工場からの解雇，

逮捕，罰金がないか一一実例。

〔註.不平訴え )!{a.no6aが工場監督の制度

にくみこまれて， 監督官への )!{a.no6a H 

rrpo凹 eHHe となったとき，わたしはこれま

で陳情および請願と訳してきたが，訴願お

よび請願とした方が，前者のかけこみ訴え

とL、う雰囲気と官僚的システムとを共に表

現できるので， よいようである。〕

47. 工場附属の，工場とは別の，労働者住居。

工場寄宿舎 φa6pWIHbleKa3apMbI，いく棟たっ

ているか，大きさ，清潔さ，備品，雇主 X03HHH

はそれで利益を得ていないか，家賃は。寄宿舎

の中で労働者は厳しく監視されているか，拘束

的な規則やその他警察的なやり方はないか，独

身者に対しても，同じく家族持ちに対しても，

ーーもっと詳しく。風日はあるか，工場寄宿舎

への労働者たちの態度，満足しているか，抗議

はないか，一一実例。

C註.寄宿舎と訳をつけたが，直訳すると

兵舎であって，そのとおりに，大部屋で仕

切りもなく，ただ，板のベッドが並べられ

ているだけのものが多かった。〉

48. 労働者が自分で探して住んでいる家

Bo.nbHble )!{H.nHll¥a pa60明 X，寄宿舎についてし

たようにこれについても書くこと。どのように

部屋を整えて利用しているか，独身者は，家族

持ちは，一つの部屋に大勢で住んでいるか。狭

さ，家賃，工場までどれくらいの距離か，歩い

てどの程度の時聞を要するか。

〔註.決められた，強制的な兵舎に対する

民間の住居というのが， もともとの意味で

ある。工場が提供する住居ではなく，労働

者が自由意志で個々に確保した住宅をいっ

ている。一部屋をコーナーごとにわけあっ

て暮していた例も多かった。】

49. 労働者の食物，肉をしばしば食べるか。

工場に食堂はあるか。工場主たちはそこで儲け

ていないか。食堂で公開の読書会がひらかれて

いないか，何か読まれているか。値段，そうし

た食堂に労働者はどのような態度をとっている

か，一一実例。

50. 工場主たちが物品でもって支払っていな

いか， どんな物品で。高い値がつけられていな

いか，一般にそれは労働者にとって有利か，そ

うではないか一一実例。
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51. 工場売庖はあるか。そこで前借り 3a6n-

paTbしなくてはならないのか，値段のちがし、。

実例をもっと詳しく。商品の品質。そうした売

庖への労働者の態度，抗議，工場主と売庖主と

の聞に協定はあるか。それは何をもたらすの

か。実例。

52. 消費組合あるいは貯蓄組合はないか。そ

のための労働者〔の賃金〕からの控除は義務的

か。労働者の側からの統制はあるのか。背任は

おこらないか。労働者はこれにどんな態度をと

っているか。失業のさいに援助をえられるよう

に自主的に基金を設立しようとする努力が労働

者の中にないか。

53. 寄進はあるか(労働者に強制していない

か一一礼拝堂， 聖像， その他への寄進)。それ

を出さなかった者が，上司から嫌われたりしな

いか。労働者はそれにどういう態度をとってい

るか。実例。

54. 売庖主の信用貸。多くのものが商品を掛

買しているか。そのさいの価格の差。労働者は

損をわかっているのか。 これの不利益。〔習慣

を〕変えることについて思案しているか。実例。

IX ブラック・ブックとストライキ

55. ブラック・ブック，工場主たちが労働者

たちを登録しているそのような帳簿はないか。

政治に関与したものに対してどのような態度を

とっているか。パスポートに注意がきがかきこ

まれていないか。工場主たちは，警察，工場監

督機関とどの程度仲睦まじいか。実例。

〔註.ブラッグ・リストまたはそのための

データを記帳するノートのことであろう。

また， ロシアの労働者は，出身の村で働く

とき以外は，いつでも内国パスポートを所

持していなくてはならなかった。〕

56. 抗議とストライキ。すべてをもっと詳し

く列挙すること，原因経過，結末，結果。どん

な種類でもよいが同盟をつくる労働者の努力の

実例はあるか，あるいはあったか。どんな種類

の同盟か。実例をもっと多く。

57. 労働者たちは， 自分たちの利益を擁護す

るそのような手段をどのようにみているか。

上記のアンケートを一覧すると，それが，以

前にわたくしが紹介した二つのアンケート，す

なわち， レーニンによって作成され r人民の

意志」派の印刷所でプリントされたと思われる

16項目のアンケートと， ラボーチャヤ・ムイス

リ派によって印刷されたとされる 158項目のア

ンケート，前者は1894年末か1895年はじめのも

のと想定され，後者は1899年に出版されてい

る，その二つのアンケートの， ちょうど中聞に

位置しているものらしいことがわかる。項目数

が次第に多くなってL、く様子， しかも，設問の

順序などに示される構造に継承性が感ぜられる

ことがその理由である。

また，第一のアンケート，つまり 1894年末か

1895年はじめのものとみられるアンケートに比

して，今回のこの第二のアンケート， 1895年末

か1896年はじめのものとみられるアンケートの

内容的発展には，まことにおどろくべきものが

ある。第ーのものでは，拙稿で指摘しておいた

ように， 1886年工場法が規定してきたような労

使関係が念頭に置かれている。ところが，第二

のものでは，期間の定めなき雇用をもとにした

常用雇用と，そのまわりに形成されつつある予

備軍としての不安定雇用，いうなれば停滞的過

剰人口の存在が念頭におかれているし，都市の

大工場において，内部請負制から直接雇用への

推転がどのように進んでいるかも注目されてL、

るし，なによりも，労働者自身の社会的行動へ

の芽がどこに潜んでいるのかに対する一貫した

関心が強力に示されているのである。

この諸特徴は， ラボーチャヤ・ムイスリ派が

拡大じていった項目の性格があきらかになり，

これを，ツアーリ一政府の側の調査，すなわち，

『工場監督官報告集成』と接続させながら検討

Lていくことが可能になると，おそらく，一層

きわだってわれわれの眼前にあらわれてくるこ

とになるのではないか， と思われる。




