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20世紀初頭におけるカザフ知識人の世界観
　　M．ドゥラトフ『めざめよ、カザフ！』を中心に一

宇　山　智　彦

はじめに～中央アジア地域研究の方法

　ある地域の研究をディシプリンとして確立させる際には、その地域に独特・固有な要素

を抽出し、様々な事象の説明に応用する作業が行われるのが普通であろう。「ロシア的なる

もの」、「インド的なるものJ、等々が考察されるわけである。しかし、外来の文明・王朝・

国家による征服と、現地の諸勢力の興亡が頻繁に繰り返され、アロジェニック（期成的）

な性格の強い歴史を歩んできた中央アジアωに関しては、「中央アジア的なるもの」を定め

るのは必ずしも容易でない。ステップの遊牧とオアシスの農業という生業形態は中央アジ

アの基本的な性格を規定しているが、それだけでは説明できない部分も多い。また、従来

しばしばなされてきたように、イスラーム世界の一部としてのみ、あるいはロシア・ソ連

の辺境としてのみ中央アジアを見るのも一面的である。

　だとすれば、外来のものを含む複数の文賜・文化の要素が常に重層的に複合しあう社会

であるということを、中央アジアの特徴として積極的にとらえ、その複合のあり方の解明

を中央アジア研究の課題とするのがよいのではないか。これは中央アジアの人々が常に外

部に依存し、何もしてこなかった、ということではない。むしろ多様な文明・文化に対す

る中央アジアの人々の主体的な対応が注目されるべきである。

　文明・文化の複合は様々なレヴェルで論じうるが、まずはマクロな見方として、中央ア

ジアを、中央ユーラシア（2）文明、イスラーム文明、ロシア・ソビエト文明の交わりの場と

して位置づけることを提案したい。中央アジア文化の基層を成す中央ユーラシア文明は、

ステップ遊牧民の文化・文明とオアシス定住民の文化・文明から成る、それ自体が複合的

な文明である。本稿で扱うカザフスタンの場合は、主に遊牧文明の側面が関係してくる。

イスラーム文明は、8世紀から！9世紀までかかってゆっくりと中央アジアに浸透した。ロ

シアによる中央アジアの政治的支配は、！8世紀から徐々に進んで19世紀後半にほぼ完成

し、199！年のソ連崩壊でひとまず終わった。しかしこの間中央アジアに大きな力を及ぼし

たロシア・ソビエトの文化・文明の影響は、今後も畏期間残ることが予想される。また最

近では西側文明の中央アジアへの影響も強まっていることが注園される。これら三つない

し四つの文明の要素が調和し、あるいは矛盾し、また人々の主体的な働きかけによって変

化していく場が、中央アジアという地域だといえる（3）。

　さて、本稿は、以上のような見地からの個別研究の一つの試みである。対象は、民族と

しての自覚と運動の形を、外界との関連で具体的に定位することを始めた、！905年革命後

のカザフ人たちである。素材としては、当時の代表的な知識人の一人であるミル・ヤクブ・

ドゥラトフ（4）が1910年（‘〉に出したカザフ語詩集、『めざめよ、カザフ！○彫，Ka3aid』を中
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心に用い、同時代や少し前の時代の他の知識人たちの文章も参考にする。そして、ドゥラ

トフらの現状認識や将来への展望、また彼らを取り巻く社会の動きに、遊牧文明、イスラー

ム文明、ロシア文明のそれぞれが、どのように関わっていたかを検討することになる。

　筆者はまた本稿を、！917年にアラシュ党と自治政府アラシュ罵オルダの設立に参加する

ことになる一連の知識入（便宜的に、彼らをアラシュ党設立以前の時期についても「アラ

シュ派」と呼ぶことにする）に関する研究の一部としても構想した。アラシュ派知識人の

問題はカザフスタン史上非常に重要であるが、彼らが1920年代から30年忌にかけて弾圧

されて以降、彼らに関して研究が行われることは、ソ連でも他の国でもまれであった。！988

年宋にアラシュ派知識人の名誉圓復がなされてから、カザフスタンでようやく本格約な研

究が始まっている。

　アラシュ派全体に関する研究史の紹介は別の機会に譲るが、ドゥラトフについての個別

研究としては、マラト・アブセメトの仕事（6＞がある。また、ドゥラトフの息女グルナル・

ドゥラi・ヴァ女史（！915年生）が、父親の回想などを書き続けておられる（7）。そのほか、

新聞や雑誌に掲載された研究・記事については、カザフスタン国立図書館作成のビブリオ

グラフィー（8）で知ることができる。

1　先人たち～近代カザフ知識人の第一世代とアクン

　ドゥラトフについての話を進める前に、彼が活躍を始める以前のカザフ知識人の状況を

概観してみよう。

　1731年にカザフの三つのジュズ（部族連合体）の一つ、小ジュズのハンであるアブルハ

イルがロシアに臣従を誓ったが、彼に従わない勢力も多く、ロシアによる厳密な支配は当

初行われなかった。しかし18世紀後半以降、ロシアがカザフ人の遊牧範囲を制限するなど

徐々に直接支配に乗り出した結果、ロシアやハンに対する叛乱が相次いだ。少なからぬカ

ザフ人がロシア人やバシキール人と共に参加したプガチョーフの乱（！773～75）の後、小

ジュズのスルム・ダトフの乱（！783～97）、ブケイ・ハン国のイサタイ・タイマノブの乱

（1836～38）、中ジュズのケネサルの乱（1837～47）などが続いた。

　これらの叛乱の中ではしばしばアクン（詩人。多くは村々を渡り歩き、即興詩や叙事詩

を謡う）が戦士たちを鼓舞した。イサタイと共に叛乱を率いたマハンベトがその例である。

しかしロシアの圧倒的な軍事力とカザフ入の内証、近隣民族との対立のために、叛乱は事

態を大きく変えることはできなかった。

　一方で、カザフ人の有力者たちは子弟にロシア式の教育を受けさせるようになった。そ

して、大規模な叛乱の伝統が絶えようとしていた19世紀半ば過ぎ、ロシア式の教養を身に

つけた人々の中から、従来とは全く違ったタイプの天才たちが現れた。彼らを、近代カザ

フ知識人の第一世代と呼ぶことができよう。ロシアの西欧派に桐当する彼らの出現は、中

央アジア諸民族の中でロシアに併合されたのが最も早く、しかもイスラームの影響力が最

も弱いカザフ人独特の現象だった。オアシス定住民やタタール人の場合は、近代的知識人

は何よりもジャディード（ロシア圏に興つたイスラーム改革派。イスラーム改革主義を

「ジャディーディズム」と呼ぶ）として現れてくるからである。
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　最初の近代カザフ知識人としてまず挙げるべきは、チョカン・ワリハノブ（1835～65）

である。中ジュズの有名なハン、アブライの曾孫として生まれた彼は、オムスクのシベリ

ア陸軍幼年学校で学んだのち、将校の任務を果たしながら、中国領を含む中央アジアの社

会・文化を調査し、30年に満たない短い生涯の間に、民族学者、地理学者、歴史学者、旅

行家として高名を得た。彼はまたロシアの多くの学者・文化人と交流を持ったが、特にド

ストエーフスキイとの親交は有名である。

　しかし、ワリハノブにとってロシアの学問や文化の愛好は、霞分の民族への嫌悪や無関

心を意味したわけではなかった。事実は全く逆で、彼はカザフ人の伝統や現状をロシア人

に教え、またロシアによる統治を、公正で、カザフ人の発展に役立つものにするため奮闘

した。死の前年の「司法改革についての覚書」で彼は、「ロシア帝国に入っている異族人の

全種族の中で、数の多さでも、豊かさでも、そして恐らく、将来の発展が期待できるとい

う点でも、第一位を占めているのは我々カザフ人」であり、「ロシア社会が考えているほど

未開でも粗暴でもない」と強調した。そして、民族の発展のためには「自己発展、自己防

衛、自主管理、自主裁判」が必要だとして、裁判制度などの問題では伝統を尊重すること、

改革を行う場合はカザフの実情を最大限考慮することを政府に求めた。彼はまた、カザフ

人の有力者層は一般人民の利益を全く反映していないとして厳しく批判した（91。

　ワリハノブはもっぱらロシア語で著作を書いたことと、あまりに早い死のため、人民に

直接語りかける機会は少なかった。これに対し、入民の啓蒙を最大の課題としたのがウブ

ライ・アルトゥンサリン（1841～89）だった。1879年にトルガイ州視学官に任ぜられた彼

は、ロシア＝キルギズ（カザフ）働学校、職業学校、女学校、初等学校などをカザフ人向

けに多数設立した（ドゥラトフが卒業したトルガイ市のロシア＝キルギズ（カザフ）学校

もその一つである）ほか、教科書の執筆や教育方法の開発に尽力した。また、口承文学の

収集や民族学の分野でも優れた業績を残した。

　アルトゥンサリンについては、「異族人」のロシア化・正教への改宗を目指したロシア人

啓蒙家、ニコライ・イリミーンスキイ（1822～91）の指導を受けていたこともあって、カ

ザフ人のロシア化のために渠たした役割が強調されがちである。しかし実際は、彼はワリ

ハノブ同様カザフ民族の発展を願っていたのはもちろん、ワリハノフと違って（後述）、イ

スラームにも積極的な関心を持っていた。彼は1889年の上司宛の手紙で、学校でキリスト

教を教えるロシア人校長の行為を、住民に学校を敬遠させるものとして雰難している（ll＞。

また、1884年にはカザンで『イスラームの規範』というカザフ語の初めての教理書を出版

したα2）。彼は同時に、ムッラー（イスラームの儀礼と教育を司る者）の無学など、イスラー

ム信仰の現状を批判した。彼はカザフにおけるイスラーム改革派の先駆と言えるかも知れ

ない。

　一方、文学の方面でも偉大な近代的知識人が現れた。アバイ・クナンバエフ（！845～1904）

である。マドラサ（イスラーム式の中・高等教育機関）でアラブ・ペルシア文学の素養を

身につけると共に、ロシア文学を愛読しその翻訳も手がけた彼の作品には、カザフ文学の

伝統とアラブ・ペルシア文学、ロシア文学の三者が総合されている。彼はイスラームの教

義に詳しかったが、断食や一日5團の礼拝といった儀礼はあえて守らない、自由な思想の

持ち主だったと伝えられる。
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　アバイはカザフ人の怠惰、虚言癖、互いに争うことを批判し、「これらは皆、家畜を増や

すこと以外に考えることがないせいである。農耕、商業、芸術、学問など他のことに打ち

込めば、このようにはならないはずである働」と、啓蒙的な呼びかけをした。しかし人々

の無理解にあまりにも苦しめられた彼は、カザフ人には「発展する日が来るのだろうか？

ああ、まさか！（’4）」と、カザフ人の未来に対して悲観的であった。

　アバイは好んで若者と接し、人生論や学問論を語って、大きな影響を与えた。ドゥラト

フや彼の伸問の多くは、直接会う機会はなかったようだが、アバイを非常に尊敬し、アバ

イの著作の出版・紹介に努めていた。ドゥラトフ自身、『カザフ』紙1914年67号に、「ア

バイ」という記事を書いている。

　第一世代の近代的知識人には、人民への献身、学問と啓蒙への強い意欲、ロシアなど外

界の文明を積極的に摂取しようとする態度、カザフの現状への批判精神といった特徴や、

イスラームの近代主義的な理解の萌芽が見られる。これらは、ドゥラトフの世代の知識人

により明確な形で現れるであろう。

　一方、伝統的なアクンの流れも、時代による変化を受けつつ続いていた。ドゥラト・バ

バタエフ（1802～74）、ショルタンバイ・カナエフ（18！8～81）、ムラト・モンケウル

（1843～1906）らである。彼らは、ショルタンバイの詩の題名を取って「悲しみの時代3ap

3aMa山のアクンたちと呼ばれる。ショルタンバイは、「ロシア人の敷いた罠にかかった。／

家畜を飼い、平和に眠り、／志を持って生まれたわが勇士たちが、／囚われの苦しみに落ち

た！」と、隷属状態に置かれたカザフ人の不幸を嘆いた。しかしそれではどうずればよい

かとなると、「窮屈になったこの時代には／静かな家で寝ていなさい」と雷う以上のこ：とは

できなかった（15）。

　19世紀末から20世紀初頭にかけて、カザフの知識人の歴史は新しい局面を迎える。アル

トゥンサリンらの努力で設立された官立の学校では、各州で数百人単位のカザフ人が学び、

マクタブ（イスラーム式の初等教育機関）、マドラサーその中にはジャディードの運営す

るものが含まれる一で学ぶ者も増えた。ペテルブルグ、オムスク、カザン、カイロなど

の大学に進む者も一部には出てきた。

　ワリハノブ、アルトゥンサリン、アバイらは、カザフ社会の中では特異な存在であり、

ロシア政府の下で役職に就くか、詩人として個人的に活動するしがなかった。アバイのペ

シミズムも、彼が孤高の存在であったことに由来していよう。彼らを第一「世代」と呼ぶ

のは厳密には不正確で、実際には彼ら同士の運携はなかった。しかし20世紀初頭には知識

人層は、まとまったグループとして、一般民衆とも多様な接点を持ちながら行動できるだ

けの数に成長した。一方「悲しみの時代」のアクンたちはもともと比較的広い範囲のカザ

フ人の気分を反映していたと考えられ、彼らの認識はのちの知識人にもある程度引き継が

れるはずだが、現状からの出口を見出せないアクンたちの思考法を、新しい知識人は乗り

越える必要があった。そんな時、ロシアで1905年革命が起き、カザフ人はロシア帝国の諸

民族の思想や運動に触れた。新しい思想、新しい行動様式を持つ知識人たちが活動する舞

台の準備は整った。
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登　ドゥラトフの生涯と『めざめよ、カザフ！』

　ミル・ヤクブ・ドゥラトフは、1885年11月25日（露暦。以下1917年までは露暦、18年

以降は新暦）、トルガイ州トルガイ郡サルコパ郷第1（第3とする資料も）アウル（遊牧民

の生活単位で、村に射たる）に、職人の子として生まれた（｝6）。血統から欝えば、中ジュズ

のアルグン部族・マディヤル氏族の出である。トルガイ郡は入口密度の低いカザフスタン

の中でも特に人口が稀薄な地方であった。アラシュ派の著名な知識人で岡じ郡・同じ部族

出身のアフメド・バイトゥルスノフ（1873～1937）の経歴を述べる際、ドゥラトフはこう

記している。「カザフの牧畜民だけが住むトルガイ郡（17）は、今日〈1922年の時点〉（’8）でも、

文化的な影響から隔絶された僻遠の地の一つである（19＞」。

　8歳になった時、父親は彼をタタール人ムッラーのもとへ勉強に行かせたが、ドゥラト

フの言によれば、このムッラーは極めて無学な人間だったという。この経験は、『めざめよ、

カザフ』で展開されることになる、ムッラーたちの教育への批判に影響していよう。1895

年置父親は彼を今度はアウルの学校に出し、ロシア式の教育を受けさせた。ここでの最初

の教師は、正式の教程に入っていないアラビア文字のカザフ語の読み書きを、無償でドゥ

ラトフたちに教えてくれた。97年、ミル・ヤクブはトルガイのロシア瓢キルギズ（カザフ）

学校に進学したが、同じ頃父を失った。1901年にこの学校を卒業した後、クスタナイで1

年間教師養成コースに通ったことで彼の学歴は終わる。以後各地でアウルの教師を務めな

がら独学に励み、特に、学校では表爾的な知識しか得られなかったロシア文学を学ぶこと

になる。

　オレンブルグ、オムスク、カザン、ウファ、トロイツクから新聞・雑誌を取り寄せて社

会情勢に関心を持っていたドゥラトフは、1904年にオムスクへ行き、後にアラシュ＝オル

ダの中心的な指導者となるアリハン・ブケイハノブ（1866？～1937）とバイトゥルスノブ

に出会った伽）。

　1905年革命は、カザフ人にとって、初めてまとまった形で政治的な意見表明を行う機会

となった。6月、セミパラティンスク自伝ルカラル郡で集会が開かれ、政府の宗教への介

入、ロシア化政策、植民政策を批判し、教育の改善や地方行政でのカザフ語の使用を求め

る1万2767人（1万4500人とも）の請願が出された（211。10月、市艮的自由と立法議会開

設を約束するツァーリの詔書が出されると、ブケイハノブらはそれをカザフ語に訳してス

テップ地域全土に広めた。ブケイハノブによれば、この噛由の日々」にカザフ人は、ロ

シア人が平等、信教の自由、人民主権を語る姿を初めて霞にし（22）、「ロシア人、タタール、

サルト〈中央アジアのオアシス定住民に当時与えられていた呼称〉、カザフは一つの親密な

家族となった」（23）。12月にはウラリスクで、ウラリスク、トルガイ、アクモリンスク、セ

ミパラティンスク、スル罵ダリヤ各州の代表を集めた大会が開かれた。アブ心算トによれ

ば、ドゥラトフはカルカラル集会にもウラリスク大会にも参加した。

　ドゥラトフはウラリスク大会代表の一員として、請願のため1906年ペテルブルグを訪

れ、多くのカザフ知識人と知り合った。この時の集まりで、官製のものを除けば初めての

カザフ語の新聞『セルケ〈羊の群れを先導する山羊＞CePKe』を、タタール人イブラギモフ（24＞
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がペテルブルグで出していた新聞『ウルフェト』の付録の形で出すことが決められた。そ

の第1号（1907年3月）に載った「若者たちへ」が、活字になった最初のドゥラトフの詩

である。第2号（1907年7月）に筆名で載った彼の記事「我々の目的」は、カザフ入に「何

の権利もないことは、怒りと悔しさを呼び起こす」とし、ロシアの宗教政策・移民政策な

どの不当さを告発するものだった。この記事は内務省を怒らせ、『ウルフェト』と『セルケ』

（結局2号しか出なかった）が廃刊に追い込まれる原因となった㈹。

　！907年6月の第二国会解散で、ロシアの政治は反動・停滞の時代に入るが、自らの権利

を霞覚し、理想を得た少数民族の運動は、献身的な知識人層の働きで活力を維持した。そ

うした時代の雰囲気の中で、1910年にウファのカリモフ業フサイノブ商会「東方」印刷所

から刊行されたのが、『めざめよ、カザフ！』である。その初版はすぐに売り切れ、1911年

目オレンブルグで第2版が出た。文学者コシュケ・ケメンゲロフ（1894～！942）が／926年

12月1曝の『勤労カザフ』紙で述べたところによれば、「『めざめよ、カザフ！』を、人々

はコーランのように暗記した。ミル・ヤクブの名を6つのアラシュ〈カザフ民族の雅称〉

に広めたのがこの『めざめよ、カザフ！』である」。

　『めざめよ、カザフ！』の影響力は、これをまねした本がいくつも現れたことからも推察

できる。1911年に、バイバトゥル・エルジャノフ著『立て、カザフ』という本㈹が出版さ

れたが、この本の各章の名は「ステップのカザフ民族の状況」「ステップのカザフ民族への

説諭」「郷長と選挙」「モスクとマドラサについて」など、『めざめよ、カザフ！』を構成す

る詩の名（後述）に似ており、そのものずばりの「めざめよ、カザフ！」という章もある。

内容・言い回しにもよく似た部分がある。このほか、アルスタンガリ・ベルカリエフ著『流

れ』（カザン、1912年）に「めざめよ、カザフhというフレーズが見られ、1917年には

『寝るな、カザフ！』（アブルカシム・グマロフ著、タシケント）という詩集が出た（2η。

　『めざめよ、カザフ！』のあと、ドゥラトフは休む間もなく次の仕事に取りかかり、同じ

19／0年のうちにカザフ最初の小説『不幸なジャマルBal個TCb｛3渥くaMa』』をカザンで出版し

た。また、1911年にトロイツクで発刊された重要なカザフ語月刊誌『アイ＝カブA甑a11』

での執筆活動を開始した。しかし『めざめよ、カザフ！』の影響力はついに当局の目に留

まるところとなり、同年6月、憲、兵隊はセミパラティンスクで彼を逮捕した。逮捕の理由

は、『めざめよ、カザフ！』がロシアの政策へのカザフ人の不満を呼び起こすことを顯的と

し、「神聖なる皇帝陛下に対する粗暴な愚弄を含み、同時にパン・イスラーム主義思想を伝

達するものである」ということであった。6ヵ月の刑を宣告された後、ドゥラトフは『め

ざめよ、カザフ！』第2版のために再起訴された。一度はカザフ人たちの集めた2000ルー

ブリの寄付によって保釈されたがすぐ再逮捕され｛28｝、1912年12月まで服役した。『めざめ

よ、カザフ！』は初版・第2版とも発禁・廃棄処分に遭ったが、1000部がある知識人のも

とにひそかに保管された。

　19！3年、ドゥラトフはオレンブルグで第2詩集『ますらおA3aMaT』を出版すると共に、

バイトゥルスノブと協力して新聞『カザフKa3aK』（週1～2回刊）を創刊した。当時他の

カザフ語の新聞・雑誌の部数は数百部に過ぎなかったが、『カザフ』は1年目に既に3000部

余りを下り、2年目・3年目は減少したものの、1918年の廃刊前には8000部を超えてい

た（29）。ドゥラトフはまた1915年には、第3詩集『テルメ〈詩形式の一種＞TepMe』をオレ
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ンブルグで出版した。

　ドゥラトフとその周志たちの、同時代の知識人への影響力は絶大だった。アラシュ党の

運動には当初から加わらず、のちソビエト・カザフ文学の創始者の一人となるサケン・セ

イフッリン（1894～1938）はこう述べている。「目覚めつつあった若いカザフ知識人層を鼓

舞したのは、著名な、当時の『革命的』カデットの社会評論家たち一ブケイハノブ、ドゥ

ラトフ、バイトゥルスノブであった。…〈略〉…若い知識人層は、他に師とする者を見出

さなかったので、当然のことながら、これらの『賢い』カデットの周辺、彼らの新聞『カ

ザフ』の周囲に急速に結集した（30）」。また、1931年発行の『文学菅科』に言う。「民族主義

的心外寄金体を率いると同時に、彼ら〈バイトゥルスノブとドゥラトフ〉はカザフ文学を

も思想的に率いていた。当時の若いカザフ人作家たちは彼らを見習い、彼らの真似をし、

彼らに学んだ（3D」。

　「異族人」に戦線後方での労役を命じた勅令をきっかけに、中央アジア全体で起きた19工6

年叛乱の際、ドゥラトフらは、政府に対しては動員の延期と動員対象の側柱を、人罠には

自制を求めるというスタンスを取った。また直接戦線後方へ赴き、労役者への援助を行っ

た。

　1917年のロシアの二月革命をほとんどのカザフ知識人は歓迎し、臨時政府の下で盛んに

活動した。ドゥラトフはトルガイ州コミッサール補佐富、同州自治庁（yHpa鷺a）委員などを

務めた（32）。4月からは各州でカザフ人の有力者・知識人・活動家を集めた大会の開催が桐

次いだ。7月21～281ヨにオレンブルグで開かれ、ドゥラトフが書記を務めた全カザフ大会

は、ロシア憲法制定会議への代議員候補を指名する（ドゥラトフはトルガイ州からの候補

の一人に）と同時に、カザフ独自の政党の結成が必要であることを決議した働。この党は

やがて「アラシュ党」と名付けられ、ブケイハノブ、バイトゥルスノフ、ドゥラトフを含

む6人が作成した綱領案が、！1月21日付『カザフ』紙に公表された（34）。

　カザフ入は「第！の革命〈二月革命〉を迎えた時の喜びと同じだけの恐怖をもって、第

2の革命〈十月革命〉を迎えることになった」、とバイトゥルスノブは言う㈹。アラシュ派

の國に、十月革命は、暴力、略奪、独裁を伴った完全な無秩序と映った。それまで彼らは、

来るべき憲法制定会議でカザフの自治を勝ち取ることを目標にしていたが、！2月5～13日

にオレンブルグで開かれた第2回全カザフ大会は、政情の急変を受けて、憲法制定会議を

待たずに、カザフ人が多数を占める諸州・郡を領域約民族自治の対象とすることを決めた。

そして、この地域を「無秩序から救うため」、ブケイハノブを議長とする「臨時入民評議会

アラシュ＝オルダ」を創設した。事実上の自治政府であるアラシュ＝オルダの委員は25人、

うち10人はロシア人など非カザフ人に割り当てるとされ、大会ではカザフ人委員！5人を

運i出した（36＞。

　アラシュ＝オルダは、白軍とのあやうい連携のもとにボリシェヴィキと対抗した。しか

しコルチャークをはじめとする白軍勢力はカザフの自治を認めようとしなかった。こと民

族政策に関してはソビエト政権の方がよいと判断したバイトゥルスノブを先頭に、アラ

シュ派は1919年3月遅ら順次ソビエト政権側に移行し、1920年3月、アラシュ＝オルダは

消滅した（37）。

　19！9年4月4賑の全露中央執行委員会決定で、反革命の罪を問われないことになった（38）
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元アラシュ派の知識人は、ソビエト政権の下でカザフ文化の発展に意欲的に取り組んだ。

ドゥラトフは『明るい道Alqく。掬紙（タシケント）、『赤色カザフスタンKb13膿Ka3aKCTaH』

誌（オレンブルグ）、『勤労カザフE頭eK面Ka3aK』紙（クズル＝オルダ）などに多くの記

事を書き、裁判所副所長、出版所部長、大学講師などを歴任し、教科書を作り、共産党関

係の文献をカザフ語に翻訳した。1921年にはタシケントで戯曲『バルキやBa舐H月』を出版

した。歴史、言語問題、保健衛生などに関する文章もものしている。

　しかし、内戦でアラシュ＝オルダと戦った共産主義者たちの、元アラシュ派への敵意は

強かった。これに中央から派遣された党員の現地民活動家への不信と、ソビエト国家全体

で絶え間なく続く政治闘争・パージ、民族政策の変転が加わり、元アラシュ派の立場は次

第に悪化して行った。1928年12月、ドゥラトフは他の多くの元アラシュ派知識人と共に逮

捕され、1930年4月に銃殺刑を宣告されたが、翌年1月に懲役10年に減刑された。ブトゥ

イリ監獄、ソロフキ強綱収容所、白田罵バルト海運河建設現場で過ごす間、罫スルタン＝ガ

リエフ主義者」として受刑していたタタール人たちとも知り合った。1933年秋には、砦時

西欧で活動していた著名なカザフ知識人、ムスタファ・チョカエフ（1890～1941）がドゥ

ラトフを救出しようとしてひそかに人を送ったが、彼は断わったとされる。1935年！0月5

嗣、ドゥラトフはソスノヴェツの病院で心臓病のため、50年に満たない生涯を閉じた。彼

が名誉回復されるのは、多くの同志たちと同様、半世紀以上を経た！988年11月を待たな

ければならなかった㈹。

　さて、以上のようなドゥラトフの多岐にわたる活動の中でも記念碑的な作品となった『め

ざめよ、カザフ！』の構成を見るなら、次の通りである。

　前書き［3～4頁。以下、［］内に示すのは同書初版の頁数］

　カザフ民族xa涯b眠の過去及び現在の状態［5～10］（1905年作）

　カザフ民族xa涯b取の過去の生活［11～13］（1905年作）

　技芸（40）によって作られたもの［13～16］（1905年作）

　選挙について［！6～20］（1905年作）

　カザフの土地［20～23］（1906年作）

　モスクとマドラサについて［23～26］（1906年作）

　カザフ民族xa調blKへの一つの宗教的説諭［26～30］（1906年作）

　技芸を人民xa涯blKの利益のために使っている、我らが教養ある人々へ……［30～311

（1906年作）

　〈無題〉［31〕（1907年作）

　我々の困窮した状態についての若干の祈り［3！～44］（1907年作）

　ムダッリス〈マドラサの教師＞Z＿氏宛の一通の私の手紙［44～46］

　寡婦の訴訟について［46～55］（1907年作）

　若者たちよ！［56～60］（1908年作）

　謎かけ［60～64］（1907年作）

　全般的回書［64～92］（！908年作）

　イスマイル・ガスプリンスキイ閣下の言葉［92～961

　結び［97～99］
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　以上のうちヂ前書き」と「イスマイル……」が散文で、残りは「結び」も含めすべて韻

文である。底本としてはアラビア文字による初版㈲）を使ったが、現代カザフ文宇に翻字し

た版画も大いに参考にした。このほかトルコで出た手書きによるアラビア文字の版（43＞も

あるが、誤りや脱落が多い。

　一般に文学作曲を歴史研究に使う場合、その内容を文字通りに読んで使えるか、またそ

れをそのまま作者の主張と解釈してよいかという問題に突き当たる。『めざめよ、カザフ！』

の場合も、舷燈のカザフ文学における書き方の約束事を我々が知らないために起こり得る

読み誤りには、気をつけなければならない。しかし作品の内容と作者の主張の関係につい

て詠えば、「結び」で作者自身が「この震声を私は詩人として書いたのではない」［97］と

述べているように、誉めざめよ、カザフ！』は何よりも社会的メッセージを伝えることを呂

的とした作品であり、検閲を意識して曖昧に書いたと感じられる部分はあるものの、芸術

的意図のためにメッセージをぼかしてはいない。韻文の伝統が散：文より圧倒的に豊かで

あったカザフにおいて、社会的アピールを詩の形で発するのは自然な選択であった。！91！

年にドゥラトフを逮捕した憲兵大尉が、「詩の形で、よい言葉で書かれた『めざめよ、カザ

フ！』は、翻訳で読んでさえ一定の印象を与える圃」と認めた通り、この作品の芸術性は、

明確で力強いアピールカにこそあると書ってよいだろう。

III　ドゥラトフの現状認識

　「我らが民族xa胴Kは世界という館の暗い片隅で眠り、忘れられたようになっている」

［3］。「不幸なカザフは暗閣の中で道に迷った、／月は出ず、臼も昇らず夜が明けないでい

る」［6］。「我らがカザフは濃い霧に入った、／後ろは絶壁、前は行き止まりだ」こ10］一

これが、若い知識人の圏に映った自分の民族の姿であった。「窮状TaPLUbl諏bl　K∫欠乏KeM田i一

口iK」という雷葉がドゥラトフの詩には繰り返し出てくる。「涙のかわりに我々の目から血が

流れる、／我々の手から父祖伝来の法が去って行く。／シャリーア〈イスラーム法〉の命令

は手になく、／公正に人民を治めたハンは去った」［311。カザフの現状への深い嘆きと、昔

より悪い時代になったという認識には、「悲しみの時代」のアクンたちとそう変わるところ

はない。しかし嘆くだけで終わらないところが、新世代の代表者たる彼の特訓だった。

　「我々の時代は田ごとに多様な姿になってきていて」、かつてと比べて「我々は短い蒔間

のうちにたくさんの窮状に見舞われているようである。そうだとしても、昔のように、動

かず無頓着でいれば、今度は短時日で我々はどうなってしまうことか？」［3］。今の時代、

「必要なものは皆（45）君が探し回らない限り、ひとりでにやって来はしない。／『りんごよ熟

せ、私の口に落ちろ』ということを、／わが民族xa細葺くよ、信じても、誰も賛成してくれは

しない」［43～441。苦しい時代だからこそ努力しなければならない、という前向きの姿勢

をドゥラトフは取った。ところが現実に彼の目に映るのは、無知で怠惰な暮らしを続ける

カザフ人の姿だった。「早く寝て遅く起き、だらだらしている、／仕事をして稼ぐのを怠っ

ている。／幻日のことを考えずに失敗したのに、／悲しみもせず、飲まず食わずなのに太っ

ていく」［42］。

　後述するように、ドゥラトフはカザフの窮状の大きな原因をツァリーズムによる不正な
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統治に見出し、激しく批判していた。しかしカザフ人を主な読者とする『めざめよ、カザ

フ1』で彼が何より強い批判の対象としたのは、時代に適応しないカザフ入自身だった。

「我らが民灘Pτには名誉心がかけらもない、／他の者たちの技芸との競争心が。／教養あ

る諸民族M雌船Tは追い越していった、／我々の闇から目も届かぬ遠くへ。／無学のシロッ

プに我々は酔い痴れた、／害悪の友、自らの利益の敵となった」［36］。近代技術によって人

聞は様々なものを発明したのに、そのうちの一つとして作ることができず、「我らがカザフ

だけが無為に過ごしていた」［16］。「各民族xa雪吊が月に向かっているというのに／我らが

民Hく￥PTは足も踏み出さず後ずさりしている／〈略〉／他の民＞K￥PTを金、銀にたとえる

と／単純なllPQCT磯我らがカザフは黒い石のようだ」〔33～343。カザフは噛由、人間性、

真実への意志、／この三つの言葉をしっかり握りしめていない」［34］。

　カザフが無為である以上、外の勢力がカザフの権利を躁滅しようとするのは避けられな

いことだとドゥラトフは考えた。「骨がなくなり、噛みやすくなった後は／誰もが我らがカ

ザフの子を食べるのだ」［36］。「誰が食べてみようという気を起こさないだろう、／『私を

食べて』と雷って我々が目の前に寝ころんでいたら？」［72〕

　褒退の責任を外敵よりも自分たち自身に求める態度は、改革を志す中央アジアの知識人

にしばしば見られた。たとえばブハラのダーニシュは1890年代に、「かくもすみやかにブ

ハラに対するロシアの統治が成立した要因は、ひとえにブハラの国人の無知と無秩序に

あった」と述べている（46）。

　ドゥラトフが特に厳しい目を向けた相手は、得た地位を人民のために使わず、おごりた

かぶる者であった。「カザフを全く不必要な存在と」見なしている、「人民を売って自分の

利益を考えた」［10］人々。「ムルザ〈殿〉という敬称で呼ばれて有頂天になり」、「もった

いぶって口髭をなで」ているが、「内面を見れば何もない」人々［41］。「少し豊かになった

者がいれば、／『俺はバイ〈富者〉だ、お前は貧乏人だ』と言って家畜を数え合った。／〈略〉／

努力をしない我らがバイたちは皆無知だ、／善良さ、善行、温かさを捨ててしまった」［67］。

「バイ、ムルザ、人民xa』b眠を統治する我々の支配者は／益もなく実もない、枯れた木のよ

うだ」［34］。

　ドゥラトフは、牧地と移動ルートの選択や紛争の調停でカザフの社会生活に指針を与え

てきた、アクサカル（白髭の意）と呼ばれる長老たちにも厳しい目を向ける。ロシア系移

民の流入に伴う土地問題（次節参照）に関連して、彼は言う。「人民xa灘Kを統治する尊敬

すべきアクサカルたちよ、／この問題に知恵と注意を注いでいるか？／鉄を熱いうちに打

たずにいて、／子孫の目に涙を流させるのか？」［21］

　有力者たちの腐敗が最も明らかにさらけ出されるのは、選挙の時だった。これは、ロシ

ア政府による改革が裏目に出た現象であった。1867～1868年、カザフ草原の各地に「臨時

統治規定」が制定され、総督府一州一郡一郷一行政アウルー経済アウルという行政体系が

できた。郡以上の単位では郡長の下級補佐官を除いてロシアの軍人が行政宮に任命された

が、郷以下ではカザフ人の間から選挙で郷長、アウル長などが選ばれた（4η。近代的な社会

では選挙は肯定的な意味を持つだろうが、名声や血筋、大まかな合意によってハン、スル

タンやピー（慣習法による裁判官。行政的な役割も持つ）を決めることに慣れ、選挙とい

う制度を知らなかったカザフ入にとっては、有力者間の対立、腐敗、混乱といった副作用
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の方が大きかった。

　『めざめよ、カザフ！』の「選挙について」という詩は、バイやムルザが郷長の地位を求

めて、人々に金や家畜をばらまくさまを描いている。候補者たちは、選挙の結果の承認・

破棄に関与できるロシア側の役人に賄賂を渡すことも忘れない。「選挙責任者の貴族に四千

〈ルーブリ？〉の金を。／『周りには彼のほかにロシア人はいなかったか？』／巡査と書記た

ちが贈り物をもらう、／それから通訳にもあげないわけにはいかない」。候補者でない者も、

「お前も出陣しろ」とけしかけられたり、饗応の対象になったりして巻き込まれていく。「金

の価値が上がって、親族の価値が下がった。／大切な名誉が僅かな金で売られた」。こうし

て、「つかみ合いの騒ぎ、口論に／我らが民族xa』biKは夢中になっていった」。「わがカザフ

よ、この習慣をやめよう」とドゥラトフは叫ぶ。

　こうしたカザフの不幸・混乱への対処としてかつてショルタンバイは「静かな家で寝て

いなさい」と勧めたが、ドゥラトフは逆に、カザフが「目を開けずに眠っている、／火事か

ら逃げず火に焼かれてしまった」［333ことに危機感を持った。「消しもせず、燃える火事

を眺めている人よ、／どうして立っていられるのか、心を痛めもせず」［6］。彼は巻頭の詩

で、覚醒を求める叫びを声高く発する。「目をひらけ、めざめよ、カザフ、頭を上げよ！／

暗閣の中で青春を無駄に過ごすな。／土地は失われ、宗教は腐敗し、状況は破滅的になっ

た、／わがカザフよ、今、寝ている場合ではない！」［1］

　めざめよと言っても、具体的に何をすれば良いのか。およそあらゆる改革者は、外の文

明、思想・宗教的原則、自分の属する社会の過去のいずれかを手本とするものだろう。ドゥ

ラトフの場合、何を選んだのか。また、アイデンティティの拠り所をどこに求めたのか。

「はじめに」で提示した枠組みを利用しながら、彼の思考を追っていこう。

W　ドゥラトフと遊牧

　遊牧文明は、モンゴル帝国の世界史的影響に見られるように、かつては盛んな征服活動

のエネルギーを備え、同時に独自の精神文化を持っていた。しかしカザフスタンをはじめ

世界の多くの地域では現在までに定住化が進み、遊牧文明は個々の要素を部分的に残すも

のの、原形を留めていない。ドゥラトフの生きた20世紀初頭には、遊牧は現在よりも遥か

に本格的な形で残っていたが、既に危機にあった。だから彼が遊牧生活の魅力を語るのも、

過去のものとしてである。『めざめよ、カザフ！』の「カザフ民族の過去の生活」という詩

は、「悲しみもなく、不幸もなく、青年男女が／競争と祝宴を催した」1ヨ々の情景を描き出

している。ド湖岸に沿って列をなして野営した、／白い天幕の形が調和し舎って。／〈略〉／

動物たちは喜んで生産をもたらす、／地上の楽園の一角に入ったようだ」。弱い者には世間

から便宜が図られる。若者たちは馬を訓練したり、集まってたらふく飲み食いしたりする。

女たちは野いちごや桜んぼを集めに出かける。出産の祝いや、結婚式、葬式などの祭りの

蒋は、馬の競走が行われ、ヂ仔羊を屠らせ、仔馬を切り、／馬乳酒を飲めば、雷葉の響きが

高まる」。しかし今、「ここで琶つたことの一つでも存在するだろうか？」［11～121

　遊牧は、ロシア政府が行政区画をまたがる移動を側心したために、19世紀中頃には既に

衰退を始めていたが、遊牧に最大の打撃を与えた原因は、ロシア人・ウクライナ人などの
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移民が大量にやって来て、土地を占有したことであった（遊牧民の土地は1868年の「オレ

ンブルグ・西シベリア両総督府ステップ諸州統治臨時規定」により国有地と見なされ、そ

れが移民に分配されるのを遊牧民は防げなかった）。1915年の統計によれば、ウラリスク、

トルガイ、アクモリンスク、セミパラティンスクのステップ地方4州で利用されていた土

地の16％を、移民とコサックが占めていた（48）。8割以上の土地がカザフ人の利用のために

残されてはいたが、移民が定着した土地はしばしば最高の草地であったし、季節ごとに使

う草地の一つを奪われたり、その間の移動ルートを遮断されたりするだけでも、その地方

での遊牧は大幅な縮小を余儀なくされた。また、移民の波が一向にとだえる気配がなかっ

たことから、遊牧民の将来に対する不安を呼ぶ心理的効果も大きかったろう。このような

情勢の中で、カザフ人の問から移民の停止を求める動きが現れる（W節参照）が、それと

並行して、部分的になりと定住化し、土地を集約的に利用しようという意見が出てきた。

　たとえば『アイ＝カブ』誌の編集長ムハメドジャン・セラリン（1872～1929）は、「過ぎ

た時代を恋しがったり追い求めたりするべきではない。今は、狭い土地でどう生活するか

を探求しなければならない。これからは、我々が生活していくためには、何よりもまず定

住化する必要がある（49）」と説いた。彼によれば、今のうちに定住化すれば、「農耕に適した

土地を少しでも所有できる」（遅くなればそれらの土地を失う）だけでなく、教育や宗教の

面でも利益が見込まれた。「定住化したら我々はモスクを建て、マクダブ、マドラサを開い

て子供たちを教育して、愛する祖国ロシアの有益な一部分となるだろう」、「かねてから申

し出ている、宗教に関する我々の要望も、より速やかに実現されるようになるだろう（50＞」。

彼は自説を証明するために、親戚を集めて実際に定住地を建設した圓。

　カザフ人全体を見ても、18世紀末からゆっくりと始まった農業の普及は、19世紀末以降

大きく加速していた。統計学者シチェルビナらの1896～1903年の調査（ブケイハノブも参

加した）によれば、北部の10郡のカザフ人世帯の46％が農業に従事しており、アクテユビ

ンスク郡ではその比率は94％に達した。ただしこれは、それだけの数のカザフ人が定住化

したことを意味してはいない。多くの場合は半遊牧ないし半定住の状態で、完全に定住化

したのは、貧民を中心とする少数の人々だった（52）。

　さて、ドゥラトフのこの問題についての意見はどうだったか。『めざめよ、カザフ！』の

前書きで彼は、カザフ人が有益な物事を知らないでいる原因として、教育ある者が少ない

こと、カザフ語の新聞がないことと並んで、「町に基盤を持たず、遊牧して各地に分散して

いること」［3］を挙げている。また、怠惰な生活をやめ生計の工夫をすべきだと説く中で、

「土地を耕して穀物を植える」ことを奨めている［42］。さらに注目されるのは、「イスマイ

ル・ガスプリンスキイ閣下の言葉」である。これは、クリミア・タタール出身の知識人で、

ジャディーディズムの祖であるガスプリンスキイ（1851～！914）が発行していた新聞、『テ

ルジュマン』の一記事（1909年46号）を紹介したものである。

　ガスプリンスキイは、ロシア、シベリア、トルキスタンとカザフ草原を結ぶ鉄道の建設

が計画されていることに触れ（実際、既に1906年にオレンブルグ嵩タシケント鉄道が開通

していた）、鉄道ができれば商人やウクライナ人移民が洪水のように流れ込むだろうと予測

する。土地が、従って牧地が狭くなり、家畜が減るだろう、そうなったら、「自分たちの今

の持ち分となった土地を育て、ノガイ〈タタール人〉、サルト、ロシア人のように穀物を植
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えるがよい！　なぜかと言われるなら、今の時代、富は家畜にあるのではなく、穀物にあ

るからだ」。かつてはクリミア・タタールも遊牧し、スターヴロポリからベッサラビアまで

テユルクの土地が広がっていたが、ロシア人やドイツ人が来て、遊牧が蓑退したためにす

べて失われてしまった（従ってカザフはそれを繰り返してはならない、と言いたいのだろ

う）。もし今ポジャ・アフマド・ヤサウィー（現在のカザフスタン南部を本拠地としたイス

ラーム神秘主義教団の創設者）が生き返ったなら、カザフ人に宗教を教えはせず、早く定

住し土地を耕せと叫ぶだろう。「頭の中に知恵が、心の中に光があるすべての人には、力の

限り努力してカザフ民族xa胴Kを自覚めさせ、定住して穀物を植えることを奨励する義務

がある」［93～96コーこのように書いた『テルジュマン』紙の記事（53＞を、ドゥラトフは「カ

ザフ民族xa細Kに共感して書いてくれた」ものとして紹介しており、ほぼ賛同していると

考えてよかろう。

　また、ドゥラトフが1911年に『アイ＝カブ』誌に書いたド土地問題」という記事は、「あ

る民族xa個Kの生活を根底から壊して変えるのは容易なことではな」〈、「変更が誤った意

見によって行われれば、直すことはできない」として、定住化論者の論拠と遊牧継続論者

の論拠をほぼ対等に紹介した後で、自分は定住化を支持する者の一人である、と述べてい
る（54＞。

　しかし、遊牧生活にノスタルジーを持つ彼の心には、葛藤があったようである。それを、

詩人の魂の放浪に引っかけてアレゴリカルに示しているのが、『カザフ毒紙1913年35号に

掲載された「愁い」という詩である。この詩は、「私」と「私の心」の対話という形を取っ

ている。「私」は昼も夜も飛び回る「心」に、「放浪にどれだけ益があると思っているんだ！／

立ち止まるべき時が来たんじゃないか？」と呼びかける。悲しげな「心」は答える。「僕は

サルアルカの葦原が恋しいんだ。／それが無理なら思うままにさまようそ、／エシル〈イシ

ム〉、ヌラ、エディル〈ヴォルガ〉、ジャユク〈ウラル〉の河谷を。／気分を晴らして散歩す

るぞ、／ウラル、アルタイ、天山の山あいを。／どんな状態でいるんだろう、見たい、／勇敢

なカザフの自由に育った子を。／昔のような自由はまだあるだろうか？」　カザフの習慣は

保たれているのか、それとも他人が支配してしまったのか、と言ったあと、「心」は泣き出

す。「霧は離れないさ、ロシア人とタタール人の町から」。「私」は感情を抑え切れずに答え

るQ「好：きにするがいいよ、行くなら、愛する者よ、行くがいい……」（55）。

　こうしたドゥラトフの態度は、1930年代に「作品の中で、広大なステップにかつてあっ

た『自由』という、反動的な理想を掲げている㈹」と批潤されることにつながっていくで

あろう。しかし、彼はカザフの過去を全面的に賛美していたわけではない。「カザフ民族の

過去及び現在の状態」という詩で彼は、「1000シャクルム〈1067km＞遊牧しても、土地は

居心地よく、／湧き出す泉、緑の牧草地は快適だ。／仔羊が生まれ、仔馬が生まれた、／〈そ

れでも〉土地が狭くなって悲しくなりはしなかった」と昔の遊牧生活の魅力を謳ったあと、

「その頃我らがカザフは一体でなかった、／外の敵たちもいた」ことを認める。「くにe』を破

壊し、人を殺せばバトゥル〈勇士〉だと言った、／バトゥルたちは貧しい人々の権利を奪っ

た」という上葉は、ジュンガルやロシアに抵抗したバトゥルたちがアクンの詩で賛美され

ていたこと、現在再び彼らがカザフ人の間で人気を得ていることを思えば、やや意外にも

響く。彼はさらに親戚同士のいがみ合い、家畜の盗み合いがあったことを指摘して、「その
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頃に敵に対する守りを固めていれば、／無知を脱して学問を身につけていれば」よかったの

に、と反省している［7～9］。

　本節での検討から、次のことが齋えるだろう。ドゥラトフは遊牧生活に愛着を持ち、遊

牧と結び付いた過去の幸福が失われたことに対して、深い悲しみを抱いていた。しかし彼

は、それを取り戻すことが可能だとは考えておらず、定住化が必要だとする意見に説得力

を感じていた。また、カザフの現在の生活を立て直し、未来を切り開く方法を示すものを、

遊牧の中にも過去の生活の中にも見出してはいなかった。それは、カザフの外にあるもの

に求めなけれぼならなかった。

V　ドゥラトフとイスラーム

　古くはシャマニズム的な信傭を持っていた（一部にはネストリウス派キリスト教徒など

もいた）カザフ草原の遊牧民が、いつどのようにイスラーム化したかは、十分に解明され

ていない。この地域に初めてイスラームが入ってきたのは8世紀に遡るが、ほとんどのカ

ザフ人がムスリムを名乗るようになるのは、16世紀頃と考えられている。しかしこれも多

分に名目的な話であり、イスラームの教義や時習を本格的に伝えたのは、18世紀後半から

カザフ草原に広く進出した、タタール入のムッラーたちだった（南部では早くからオアシ

ス定住民のイスラーム信仰の影響もあった）。イスラームが「啓蒙宗教」であるというヴォ

ルテールの思想を受け入れたロシアのエカテリーナ2世は、交易をしばしば妨げていた遊

牧民を「文明化」する役割をタタール人に期待し、これを奨励した（5η。

　19世紀半ばにロシアのイスラーム奨励政策は撤測されていくが、カザフ人へのイスラー

ムの影響力は既に目に見えて強まっていた。それと共に、イスラームに反発するカザフ人

も一部に出てきた。その代表例がワリハノブである。「どのアウルにもムッラーがおり、移

動式のマドラサ、つまり学校がある。30日問の断食と1日5回の礼拝を守らない者は、発

雷権を持たず親類に尊敬されない」一方、「シャマンもステップの多くの場所でまだ意味を

失っていない」と観察した彼は、イスラームは「将来我々の民族を分解させる危険がある」

と考えた。そして、イスラームとイスラーム法を念頭に置いて、政府に、「あらゆる知識に

対して敵対的な宗教を庇護しないこと、恐怖と殴打に基礎を置く神学的法律をステップに

暴力的に導入しないこと」を求めた。彼によれば、イスラームにおいては「いかなる宗教

改革も不可能」であった。「6世紀の遊牧アラブの未開で野蛮な迷信と、同じ時期の降神術

者やユダ公の言い伝え、それにペルシアの魔術師のいろいろな奇術を基礎にした宗教に、

いかなる再生が期待できょうか」とまで述べて、ワリハノブはイスラームへの敵意をあら

わにした（58）。

　20世紀初頭の知識人においても、宗教は意見の分かれる問題であった。極端なところで

は、「イエス・キリストの教えに基づく、人類の精神的統一の最終的勝利を儒じる者」、「近

代キリスト教国家の一員」を名乗ったヤクプ・アクパエフ（1876～1934。アラシュ篇オル

ダに参画）の例がある（59）。ブケイハノブは、1914年6月にペテルブルグで開かれた第4回

金露ムスリム大会で、「カザフ人はムスリムではなく、せいぜい半ムスリムである。伝統・

慣習が保たれればカザフ人に有益であり、保たれなければ有害である。シャリーアはカザ
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フ人に大変有功である」と発嘉した。これに対して第二国会議員バクトジャン・カラタエ

フ（1860～1934）らが、カザフ人を他のムスリムから引き離し、ロシア化・正教化政策に

同調する態度だとして反発したく601。

　一口にイスラームを支持するカザフ入と雷っても様々な立場があったようだが、注目す

べきは、イスラームがカザフ社会の悪い慣行を改革し、カザフ人を文化的に発展させるた

めに有用だという、近代主義的理解が見られたことである。上記のムスリム大会の後明ラ

タエフらは、「全カザフ民族は昔から現在に至るまで、繋馬裁判所Hapo灘b崩cOTに苦しん

できた。この裁判所に今日、本当の意味での慣習はない。昔から慣習のかわりに悪と、影

響力ある人間の望むことをなしてきたのだ。カザフ民族がこの状態から逃れるためには、

ただ一つシャリーアの道を守ることが必要だ」と述べた樹。

　また、『アイ瓢カブ』誌1912年第13号の記事「学問と宗教」は、コーランとハディース

（ムハンマドの言行に関する伝承）は学問の習得はファルド儀務）だと述べているのに、

ムッラーたちはこれを宗教関係の学問のみのことと解釈し、世俗的な学問を敵視している

と批判した。そして、解剖学を例にとり、「人間の体が細部まで秩序立って作られているこ

とは、弓造主の全能性を示している。アッラーの全能性は、〈それを〉この〈人体の〉構造

に見出す人々に、限りなく身近に知られるのである」と述べて、イスラームと世俗的学問

が相互補完関係にあることを説いた。ソビエト期の思想史家カスム・ベイセンビエフが指

摘する通り、ここには、「学習と教育についてコーランは多くのことを語っている」とし、

「イスラームと文明が両立することに疑いの余地はない」と述べたガスプリンスキイの影響

を潜て取ることができよう（62＞。

　さて、ドゥラトフの場合はどうだったか。彼は学問の必要性を説く際に、「最初に学ぶ学

問は、／君自，身の、ムスリムの神学だ。／イスラームの諸規範を完全に知れば、／真の学問は

来世の食物をくれるだろう」173］と語っている。また、宗教綱度の改革に関連して、「カ

ザフ民族xa細Kは満足するだろうに、／シャリーアによる命令が手の中にあれば」と述べ

る一方、「人民自身が、敵であるかのように／シャリーアを踏みつけにしている」ことを問

題継し［291、「『私はムスリムだ』と雷うだけでは事は終わらない、／この頃緊々｝騨PTの多

くは宗教に気を使わない」［23］と嘆いている。「楽園の地と完全なる信仰がありますよう

に、／アッラーが御慈悲を無数になさいますように」［91］というフレーズも登場する。

　さらに検討すると、ドゥラトフが最も強くシャリーアの適用を求めたのは、結婚をめぐ

る問題であることが分かる。彼はこれに関して「寡婦の訴訟について」という長い詩を書

いている（「若者たちよ！」もかなり璽噂する内容である）。カザフ人にはシャリーアにな

い慣習があり、「揺り籠に寝ている息子と娘に／父母と媒酌人がつく」。しかし、「子供が成

長するまでにどれだけの時が流れるのか」、まして「障害を負ったらおしまい」で、成長し

ても互いを愛せないことになる。20歳の女性と5歳の男の子を結婚させることもあれば、

妻を亡くした60～70歳の男性が15歳の少女と結婚することもある。そうした申で争い・

訴訟が起こり、家畜の盗み合いが始まる。結婚に漕ぎ着けても結局悲劇につながる。「この

妻がどうして誠実でいよう？／〈略〉／この妻に何人かの友人〈愛入のことだろう〉がいる

のが見つかるだろう、／ここからどうしたら誠実な子供が生まれよう？」　なぜこのような

習慣が続いているのか？ヂカザフは、楽しい夢を見たいと震う、／わが子に若いうちにカー
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リム〈後述〉をあげたいと雷う。／このように考えて少女を嫁に世話するのだ、／祭りの楽

しみに加わりたいと言って」。しかし、「喜びの後はいまいましさ」という結果に終わる。

　カザフ人には、夫を亡くした女性と、亡夫の兄弟など親族（アメンゲルと呼ばれる）が

結婚するという慣習があった（入類学で言うレヴィレートに類似）。大抵女性本人の意志に

反するこの慣習と、それに結びついた一夫多妻も、ドゥラトフの批判の対象だった。「地位

のある者たちは、！人は本妻だと言って、／2人目は子供を作るために回る。／3人目は仕

事のために嬰る、／〈賂〉／そして4人目に未亡人を嬰る、／アメンゲルだと言って」。しか

し、「『アメンゲル』という言葉はシャリーアにはない」のだ。また、「ある者は5～6人も

妻を警る、／平等に扱わずに」。彼らはこれを、預言者のスンナ（範例、慣行）によるもの

だと言っている。なるほど「預言者が多くの妻を姿つたのは事実」だが、ムハンマドは「一

人一人に『君が一番好きだ』と粛い」、妻たちは皆「預言者は私が好きだ」と思って満足し

ていた。ムハンマドは複数の妻を持つことをムスリムの義務にしたわけではないし、妻た

ちを平等に扱えないなら罪深いことである。

　ドゥラトフはさらに、カーリムの習慣を見直すよう求めた。カーリムとは、花婿の家か

ら花嫁の家に贈る家畜のことで、その多寡が縁組を大きく左右していた。「ある者はバイの

家畜に興味を引かれる、／『婚約をして私の娘を貰ってくれ』と誘う。／そのあとでこの人

間〈バイ〉が貧乏になれば、／『娘はやらない』と言って〈話は〉壊される」。「貧しい少女

は家畜のかわりに差し出される」ことになる。そして「男の子と女の子が互いを愛さない

と、／家畜を与えた男の子の父親は途方に暮れる」。こうした様々な例を見た上で、ドゥラ

トフは、「子供が17～18歳にならないうちは、／娘を与えて家畜を貰うのをやめるがい

い。／17～18歳になり、／〈略〉／自分が愛する人のもとへ行くことになって、／父親に、彼

から家畜を貰おうと雷うならよい。／これで事は争いなしに終わる、シャリーアと規則

雌3aMにかなう」と結論づけている。

　このようにドゥラトフは、シャリーアの規定やムハンマドの故事を、結婚にまつわる悲

劇をもたらす慣習をやめ、本人たち、特に女性の意志に基づいた結婚を行うよう説くため

に使っている。もっとも、一夫多妻やカーリムの授受を条件つきで認めるドゥラトフの見

解は、今日の我々の目から見ればもちろん、1917年頃のロシア・ムスリムの運動家たちの

意見に照らしても、不徹底なものではある。17年5月の第1回全点ムスリム大会は、カザ

ンのムスリム女性大会からの提案により、男女同権、婦人参政権、離婚の権利、16歳未満

の結婚の禁生、一夫多妻の禁止、カザフにおけるカーリムの禁止、売春の禁止などを掲げ

る決議を採択した。同年7月の全カザフ大会も、同じような決議を採択している（アメン

ゲル制の廃止を加えていること、一夫多妻は最初の妻の同意があれば可能としていること

が注目される）（63）。また、シャリーアが女性隔離を奨め、結婚は女性が9歳から、男性は

12歳から可能とし、離婚や梱続に関しても女性に不利な規定を含んでいることを考えれ

ば團、シャリーアを根拠に結婚や女性の地位の問題を論じることには自ずから限界がある

と言えよう。ブケイハノブも、1914年に、ドゥラトフの『不幸なジャマル』に描かれた、

有力者の息子と無理やり結婚させられた才女ジャマルの悲劇は、シャリーアの導入で解決

されるものではないだろうと指摘している㈹。さらに、『めざめよ、カザフ！』の中で読者

に呼びかける際）KiFiT，6036a旧などの男子を表す言葉が多く使われており、この作晶が主
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に男性を対象として書かれていることも確かである。

　しかし、1910年遅いう刊行時点に立ち返って考えるなら、それまで散発的にしか論じら

れていなかった女性の地位の問題を、『めざめよ、カザフ！』と『不幸なジャマル』が本格

的に取り上げたことには、大きな意味があったと考えなければならない。1912～1914年に、

タユル・ジョマルトバエフの『見合い』、スパンディヤル・コベエフの『カーリム』、スル

タンマフムト・トライグロフの『美女カマル』など、女性や結婚の問題を扱った小説が次々

に出るが（66）、ドゥラトフはこうした流れの先頭に立っていたことになる。

　さて、ドゥラトフはシャリーアを使ってカザフの慣習の一部を改革するよう訴えたわけ

だが、現実にイスラームを庇うムッラーたちには極めて批判的だった。ムッラーは「有益

なことは説諭せず、／必要のない船蛸な染葉を競い合う」［6刀。「誰が死に、誰が葬式をす

るか」にしか関心がない［25］。「時につれてムッラーたちはますます無知になる、／多くは

一般のカザフ人よりも悪くなる。／字を知ろうが知るまいがムッラーに」なる。諺の通り、

「中途半端なムッラーが宗教をだめにする」のだ［29～30］。

　ドゥラトフが特に憂えたのは、ムッラーたちが行う教育の実情だった。「このカザフには

きちんとしたマドラサがない、／子供たちを無駄に苦しめているだけだ。／わがムッラ一国

はあぐらを組んで怒り、／臼が沈む時にようやく解放する。／一人の子供が微笑めば、／そ

の時には中国式の体罰を課す。／しかし3～4年勉強して卒業しても、／それで満足に字を

書けもしない」。その教育方法には「提案、相互理解、激励」などがなく、「アリフビ〈ア

ラビア文字のアルファベット〉とアブジャド〈数を表すアラビア文字〉を無理やり覚えさ

せるだけjである。勉強の環境もひどいもので、ド授業劇逆撫にかかった仔牛、山羊、仔山

羊まで聴いている」不衛生な状態だ。「技芸ある諸民族xa」週b眠から模範を取って、／さあ、

この習慣をやめよう！」［25～26］

　「カザフ民族への一つの宗教的説諭」という詩でドゥラトフは、宗教会議双yxOB卜lu益

ca6pa甜e（67）から郷のモスクのムアッジン（礼拝の蒔刻を告げる人）に至る、イスラームに

関する制度の体系化の構想を書いている。その中で、ゼムストヴォ（当時ロシア帝国のア

ジア地域には設けられておらず、カザフ草原を含め各地で設置運動が行われていた）の費

用によってマドラサを作ることも提案している。2人の教師を選んで、1人はムスリム式、

1人はロシア式に教える。彼らが「教育学He丑aror雌の方式で教えれば、／わがカザフよ、

お前は前進するだろう」［26～28コ。

　このような旧式のムッラーへの批判や教育改革の提案は、ガスプリンスキイらジャ

ディードの立場に近い。『不幸なジャマル』で新方式の教育者（タタール人ガジズ）や新方

式の教育を受けた者（ジャマルと、恋人ガリー）が肯定的人物として登場すること、既に

述べたように『めざめよ、カザフ！湘で『テルジュマン』紙の記事を紹介していることか

ら言っても、ドゥラトフをジャディードと呼んでよさそうに思える。しかし彼自身は、「我々

のうち年長者はカディーム派〈i日方式派〉に入り、／ジャディードというグループ日aPT朋に

は若者が入った。／考えてみれば、このことも正しくない、／〈略〉／我々同士が敵となっ

て、／他の者に騙されなければよいのだが」［37］と書いている。ジャディードの思想に共

鳴しながらも、カザフ人の団結をより重視するドゥラトフは、ジャディードとカディーム

派の対立によって民族が分裂することを恐れたのであろう。
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　また、ドゥラトフのイスラーム理解が徹底して近代主義的・合理主義的だったと考える

のも誇張になろう。先に触れたように、ドゥラトフはイスラームの神学M￥C腰MaH田a

双iH叩網Mbiを学ぶことを呼びかけている。では異体的に何をしろと言っているのか。「シャ

リーアが命じ、禁じること、／これを義務、責務として理解すること。／文字を書き、テユ

ルク語を理解し、コーランを読み、／規則に従って二二を行うこと。／君が少ししか勉強せ

ず教師になってとどまるなら、／これらのことを子供たちに教えること。／マドラサの教

授、大学者になりたいなら、／都会の上級マドラサに入ること」［73］。

　ここで我々は二つのことに気づく。一つは、これはムスリムの知識人が行うべきごく一

般的なことであって、取り立てて「神学」「宗教学」と雷うような内容ではないことである

（テユルク三一ガスプリンスキイがテユルク諸民族の共通語として考案した「共通テユル

ク語」を指すのだろうか一を学べと言っているところは、コーランの二三であるアラビ

ア語を重視する伝統的なイスラーム理解と大きく異なる）。ロシア系の学校で学んだドゥラ

トフの経歴を考えれば、彼がイスラーム諸学をよく知らなかった可能性が高い。もう一つ

は、イスラーム関係の学問を学ぶことによってカザフの生活がどう変わるのかが、はっき

り示されていないことであるにれは、次回で扱うロシア語やヨーロッパ文明の場合と対

比させればよく分かる）。

　このように、ドゥラトフ自身詳しく知らず、カザフ社会の刷新にも必ずしも直線的に結

びつかないにも拘わらず、イスラーム関係の学問を学べと訴えていることは、名目的ムス

リムに過ぎなかった時代の要素を引きずるカザフ人のムスリムとしてのアイデンティティ

を、より深化させたいという気持が、それだけ強かったことを表すように思われる（なお、

後年のドゥラトフの著作では、イスラーム色は次第に薄まっていく）。

　しかしドゥラトフのムスリムとしての意識は、生活．上の規範や信仰、勉学のレヴェルに

とどまっており、ムスリム全体の統一を求めたり、ムスリムとしての社会的・政治的運動

を呼びかけたりはしない。！9世紀後半にオスマン帝国で生まれたパン・イスラーム童義は、

当時ロシア・ムスリムに対してある程度の影響力を得つつあり、カザフ入の間でも、オス

マン帝国やトルキスタン地方の出身者が、すべての良きものはイスラームと結びついてお

り、オスマン帝国ではスルタン＝カリフの公正な統治の下で人々が幸福に暮らしていると

いう観念を広めていたという㈹。ドゥラトフはこのような潮流には属さなかった。『めざめ

よ、カザフ！』の中で唯一ムスワムの団結に言及した箇所である、「ロシアには2000万人

のムスリムがいるが／これらの者が一つに集まる場所はない」1！31という一ケ日、実際に

1905～06年や17年に開かれたロシア・ムスリムの大会が、基本的には、ロシアの政治情勢

の変化の中で取るべき態度を、境遇や文化に共通性のある諸民族が集まって考えるという

性格にとどまるものであったことと考え含わせれば、パン・イスラーム主義的言辞と解釈

する必要はない。また、テユルク諸民族の団結を求めるパン・テユルク主義的な言葉も、

ドゥラトフは書いていない。何より象徴的なのは、「我々6i3」という代名詞がすべて、ムス

リム全体やテユルク諸民族ではなく、カザフ人を指していることである。ドゥラトフは「カ

ザフ」と「ムスリム」というアイデンティティを重層的に持っていたが、明らかに「カザ

フ」としての意識の方を強く感じていたと言える。

　なお、このような、自分を第一にカザフ人と意識するアイデンティティの持ち方はドゥ
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ラトフだけのものではなかった。それは、十月革命・内戦期までのカザフの新聞・雑誌、・

書籍のタイトルや政治組織の多くが、「カザフJ「カザフスタン」「アラシュ」「三つのジュ

ズ」「ステップ双蹴a」といったカザフを象徴する語を含み、「ムスリム」や「テユルク」を

掲げた例は少ないという事実からも分かる。

　日本ではこれまで、中央アジアの人々について、「元来がイスラムである彼らのアイデン

ティティは、ムスリムもしくは、チュルクという超民族的な意識である。あるいは、都市

の定住者であれば、サマルカンド生まれという意識、遊牧民ならナイマンなどという部族

名で呼ばれるのが普通であった。すなわち、サブナショナル（亜民族的）とスプラナショ

ナル（超民族的）という二重の意識を持つのであって、その中間のナショナルな意識はな

かった。この概念が生まれるのは、近代国民国家の概念がソ連によって作られてきてから

である」などと説かれることが多かった（69）。しかしこれは、オアシスごとの独立性の高い

定住民に関する議論を、生活圏が広く大きな集園を作りやすい遊牧民にまで機械的に当て

はめた兇解と雷わざるを得ない。1860年代にシベリアやカザフ草原の調査旅行をしたドイ

ツ出身のロシアの著名なテユルク学者、ラドロフ（1837～1918）は、「社会・政治的な面で

も雷語面でも、すべてのカザフ入は、その分布の全区域にわたって、緊密に融合している

ので、彼らを単一の民族と呼ぶことが十分に可能である。彼らには、自分の民族の一体性

と分かち難い結束の意識が顕著である」と述べているσo＞。ドゥラトフとその同志たちの活

勤や、ソビエト政権の民族政策は、カザフ・アイデンティティの内容（「カザフとはどのよ

うな民族であり、どこに向かっていくべきか」）に様々な変化を与えていくはずだが、アイ

デンティティの枠組み（「我々はカザフ人である」）自体は、既に所与のものであった。

W　ドゥラトフとロシア

　ドゥラトフはかって西側で、「猛烈な反ロシア主義者」と形容されたことがあった（71）。確

かに、ドゥラトフがツァーリ政府への徹底した批判者だったことは間違いない。カザフは

「ロシア並家に服属した、／貴族アブルハイルがハンだった時に。／ツァーリは購った、私は

公正に統治すると、／お前の宗教と土地には手を触れないと」。ツァーリはまた、「カザフも

ロシアの一人の息子だ、／私はある振りのものすべてを与えよう」とも言った。にもかかわ

らずカザフは、自らの無為のせいも重なって、「後ろは絶壁、前は行き止まり」という状態

に追い込まれてしまった〔9～103。「かつて、我々は土地を携えて〈ロシアに〉入った、／

公正さのもとで暮らそうと思って」。しかしヂ1868年、土地のすべてを国有地にすると」言

われ、のちには移民たちに土地を奪われた［21～22］。カザフはツァーリに裏切られた、と

いう思いがにじみ出ている。

　ドゥラトフのツァーリ政府への態度を最も生き生きと描き出している詩は、「謎かけ」で

ある。ある半島に獣たちが棲んでいた。ライオンがハンに選出され、竜と虎がワジール（宰

相）になった。しかしライオンは横暴で、自分がどんな悪いことをしても反対を許さず、

ちょっとしたことですぐ小さな獣たちの血を流した。別のあるところに少数の獣がいたが、

彼らには正義の法があり、団結していた。彼らの上には技芸を身につけたハンが立ち、強

い獣たちに追いつこうとしていた。背は小さいが精力的で、機転がきき向こう見ずな彼ら
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は、ライオンと戦って勝った。ライオンは「私の罪な行いのせいで悪夢が起きたのだろう

か？」と言い、もう暴政を行わないことを誓った。彼は「強者は弱者に悪をなさないよう

に」と命令を公布し、民を集めて祭りを開いた。やって来た弱い動物たちは、狼、虎など

の行いが悪く安心して歩けないと訴えた。するとライオンは「私の友人たちを侮辱して罵っ

た」と激怒し、祭を解散した。しかし動物たちは結集し、「お前に殺されようと我々は侮辱

に屈しない」と歌った。ライオンは3度動物たちを集めたが、3度目には、一部の弱い動

物たちは「あなたたちは必要ない」と言われて招かれなかった。彼らは屈辱の思いを募ら

せた。一このような内容である。

　ライオンがツァーリのことであり、ここに述べられた出来事が、1905年革命前後の事件、

つまり日露戦争での敗北、十月詔書、国会の召集と解散、ヴイボルグの激（72｝、第三国会へ

の「異族人」の代議権剥奪などを指していることは明らかだろう。1911年にドゥラトフを

逮捕した憲兵大尉は、「『謎かけ』という記事には、神聖なる皇帝陛下とロシア民族全体に

対する粗暴な愚弄が含まれている」と特に記している（73＞。ちなみに日露戦争の蒔カザフ人

の間では、日本人の肖像がカザフ人に似ていることもあって、日本人はカザフと民族的嵐

縁で結びついたムスリムだという伝説が広まったと言われ働、日本の勝利に対する関心は

高かったらしい。

　次に、当時カザフ人とロシアの関係において最も緊追した争点であった、ヨーロッパ・

ロシアからの移民の問題を見てみよう｛751。折しも1908年、カザフスタンには1年間で23

万人の移民が流入し、十月革命前では空前絶後の規模となった㈹。ステップ地方4州では、

19個年に人口の40．3％（154万3505人）をロシア人・ウクライナ人・ベラルーシ人が占め

ていた（7η。移民問題は国会でも議論の対象となった。第一国会では、オレンブルグ県選出

のコサックでトルドヴィキに属するティモフェイ・セデーリニコフ（1876～1930）が、土

地を持たないカザフ人が大勢おり、植民は欧露の余剰人口の問題を解決しない一方でカザ

フ人の生活を完全に破壊すると指摘して、ヨーロッパの一国に匹敵する人口のカザフ人の

権利を守り、彼らの土地を確保することの重要性を強調した（78）。カラタエフ（前節参照）

は、第二国会の会期中（1907年3月）に開かれたカザフの土地問題に関する省庁間協議会

で、「移民を停止しなければならない。…〈略〉…遊牧および定住カザフ入に良い土地を割

り当て、そのあとで良い土地の余剰があれば、移民の利益のために使うべきである」と述

べ、国会の議場でも、現地民の利害を考慮しない植民は「強者の弱者に対する暴力」であ

ると訴えた（79）。カザフ人が参加できなかった第三国会では、アゼルバイジャン人議員ハリ

ル・ハス＝マメドブが、カザフ草原ほど移民事業が望ましくない結果（土地の奪取）を生

んだところはないと述べ、ムスリム・フラクションを代表して、ステップ諸州・ザカフカ

ジエ・トルキスタンへの移民停止を求めた（8。）。しかし、これらの意見一既に来ている移

民の追放を求めばしないという点では穏健なものだった一が政府の方針に反映されるこ

とはまずなかった。

　移民の大量流入は、カザフという民族とその文化の存続にも重い課題を投げかけた。バ

イトゥルスノブが書いたと見られる『カザフ』紙の論説は次のように述べている。「今我々

の聞に、外の人々6θTe瓢epが入って来ている。…〈賂〉…歴史を見れば分かるように、外

来の民＞K￥PTが強ければ、土地の民は踏みつけられ、衰退・消滅してしまう。…〈略〉…両
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者が同等であれば互いに低められず、互いに騙されず、並び立って生活し、各々が自立し

て民族￥滑となれる」。「他の民と混ざり合った時に自立して民族となれるのは、自分の書

葉を持ち、自分の鱗葉で書かれた文学を持つ民だけである」（81）。

　ドゥラトフは詩「カザフの土地」で、移民のためにカザフの土地が失われていくさまを

謳っている。「我々の気高い先祖の墓よ、／お前は通りの間に残ってしまった。／蒸し風呂に

使うために墓石を取り、／百姓M脚b眠は墓の木を火にくべる。／〈墓に〉行ってもしるしを

全く見つけることができず、／騒から涙が湖のように流れる。／大きな湖、湧き出る泉、快

適な寒地、／森、林、樹も失われた。／夢想家となってこのすべてを考えれば、／私の体内は

悲しみで火のように燃えるj。「わがカザフよ、お前の父祖伝来の土地はどこだ、／カザフが

カザフとなった蒔から住まいとしてきた土地は。／今、お前たち全員を追い払い、／その場

所に村1欄aを作り、ウクライナ人xaxo誕たちがやって来た。／測量技師たちが土地を測り

取った、／村のために我々からよい土地が離れて行った。／甘い草、塩気のない水のすべて

がそこにある。／〈略〉／途方に暮れた人々e珊epはジャタク（82＞となった。／塩気のある水、

水のない荒野が我々のもとに残った、／穀物を植えられる良い土地は残されなかった。／山

と石でどうやって〈家畜を〉育てることができよう、／バイたちにも一群れの羊、一対の馬

しかない。／ほら、百姓が雲霞のようにやって来た、／カザフの土地を全滅させるまでやめ

ない」［21～23］。

　ここには深い悲しみと不安があり、ムジークが墓石を取ってバーニャに使うというあた

りには、怒りを感じ取ることもできる。しかし注意しなければならないのは、そうした感

情をロシア人・ウクライナ人への蟹族的憎悪に転化させるようなことは一雷も言っていな

いことである。それどころか、上に引用した部分に続けて、ヂやって来て穀物を値え、豊か

になっていく、／おお神よ、彼らは我らが罠のように怠け者であろうか？」と述べ、移民の

勤勉さをほめている。これは、短期間のうちに大農家・畜産家になったロシア人移民の例

を紹介し、ロシア人の進取の気性と農業技術を見習うよう読者に呼びかけた、『アイニカプ』

誌の姿勢に通じるものである。従って、『アイ罵カブ』誌のこのような姿勢を高く評価しな

がら、四書『めざめよ、カザフ！』の中で、移民に対する敵意を現地民の中に呼び起こそ

うとし、民族主義的情念に火をつけようと試みた」とドゥラトフを非難するベイセンビェ

フの論理㈹には、飛躍と矛盾がある（かくして、ソ連の公式見解に忠実な研究者と、西側

の反ソ的な研究者の見解は、「罠族主義者」のロシア人への「憎悪」を強調する点で一致す

る）。

　さて、前節で見た通り、ドゥラトフは第一にイスラーム関係の学問を学べと述べていた

が、それに続けて、「2番目に必要な学問はロシア式のものだ、／書自身にとって非常に有

益な言葉を知ることだ。／君の属している国の言語、／それを知れば、君の財産は守られる

だろう亘73］と述べて、ロシアの学問とロシア語を学ぶよう説いている。

　「技芸によって作られたもの」という詩では、「馬ではたどり着けない6ヵ月の遠い道の

りを、／この火の車〈汽車〉は短い日数で送り届ける。／遠い土地からの聞こえない知らせ

を、／我々は電報で驚きをもって受け取る」、「電気機械〈電灯のことらしい〉もやって来

た、／明るくて、油も火もないのに燃え続けた。／夜でも町の中は昼間のようだ、／蜜然、そ

の印象は大きく、驚きに値する」などと、近代技術が生み出した品々の価値を力説してい
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るが、その際、電報、自動：車、電話、汽船、気球、機械、爆弾、地雷、ピストル、蓄音機、

望遠鏡、ソハー、新聞、雑誌などの名詞をロシア語のアラビア文字表記で列挙している。

さらに、「ロシアには工場3a80双Meliφa6PHKaが多い、／それらによって人民xa』b｛Kの利益

が得られた。／この二つは高価なものを安くした、／その値段は弱者にとって〈負担の〉軽

いものとなった」として、ロシアの工業への鑛仰の念を表している。

　物品の名をロシア語で記しているのは、それらのカザフ語訳がなかったためと考えられ

るが、知識人が主導して高度な文化・文明に追いつくことの必要性を訴える際にロシア語

を多用しているのは、ドゥラトフがロシアに対して持つ先進性のイメージの現れと解釈し

てよいように思われる。「カザフ知識人KHPF｝荏3CK湘HllTe諏調HFeHT」「文化Ky茄Typa」「実行に

移すacyLHecTBI4Tb　Ha　ilpalくTシIKe」「文明的な脳B；熈｛30BaH｝lbl角」「べきでないlle　c瓢yeT」［10］

「民衆教育のためにga　Ho」lb3y　a6pa308aH朋卜lapo丑Ha輌［20］などがその例である。

　「結び」では、「民族湘捌OTに共感し、その世話を考えた」天才たちとして、プーシキン、

ゴーゴリ、レールモントフ、クルイローフ、トゥルゲーネフの名を挙げ、「現在はトルスト

イが年老いて生きている、／道を同じくする者たちを導いて」と述べている［97～98］。ち

なみに、プーシキンの『エヴゲーニイ・オネーギン』の中のタチヤーナの手紙は、アバイ

によってカザフ語に訳され、ふしをつけて多くのカザフ人に親しまれていた。ドゥラトフ

は、プーシキンの「薔薇」、レールモントフの「論争」などのロシア三二の作品をカザフ語

に訳している（84）。クルイローフのカザフ人への影響も格別だった。アバイやバイトゥルス

ノブが彼の寓話を多く翻訳しているし、先に引いたドゥラトフの「謎かけ」にもクルイロ～

フの影響を読み取ってよいだろう。

　このようにドゥラトフはロシアの文化・文明をかなり高く評価しており、しかも言及の

内容には、イスラーム関係の学問を論じる時にはない具体性がある。またその際の論点の

多くは、カザフの．生活の改善の問題に直結している。実際彼は、ロシア語やロシアの学問

を学ばなかったことが、カザフが窮状に追い込まれた原因の一つだと指摘している。「初め

我らがカザフは恐れていた、／子供たちがだめにさせられるかも知れないと雷って、／改宗

させられ、兵士にならされると言って。／知るのが遅れ、多くの利益から取り残されて、／

土地と水を引き渡してしまったこと〈原因〉はこれではないか」〔74〕。

　ドゥラトフにとってロシアの文化・文明の摂取は、好みの問題ではなく、カザフ人にとっ

て現実的、実用的に必要なことであった。その姿勢は、特にロシア語学習の問題にはっき

りと表れている。「この世界において不可欠な諸権利を得、我々の土地、我々の家畜を守る

ため、他の考たちからはずかしめを受けないために、ロシア語を学び技芸ある者となろう！

ロシア語を知らないことの損失と、知ることが義務のレヴェルで不可欠なことを、次のこ

とから気づかれるがよい。ロシアの国には1億4000万人以上の人民xa茄IKがおり、全部で

109の言語で話をしているが、その中で支配的な言語はロシア語であり、すべての政府機関

での諸業務はロシア語で行われており、法律もまた図りである」［4］。彼自身がロシア語

を学んだ事情についても、「私の死んだ父が学校に出してくれた、／窮屈になった時代の形

を見て。／ロシア人の言葉を知り、その文字を覚えて、／誰かに頭を下げる人間にならない

ようにと言って」［91］と語っている。

　またドゥラトフのロシア文化への言及の仕方を振り返ってみれば、彼が主に注目したの
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はロシア独特の側薗ではなく、より高度な文明につながる側面であると解釈することもで

きよう。当時のカザフ人にとって、ロシアは西欧文明へのほぼ唯一の窓口であった。1919

年2月の「全ロシア臨時政府」（コルチャーク政府）との会合の場で、ブケイハノブは次の

ように言ったという。「我々は西欧派だ。人民を文化に触れさせようと志す際に、我々は東

方、モンゴルを見はしない。そこには文化がないことを我々は知っている。我々の霞は西

方に向けられている。我々はそこから、ロシアを通して、ロシア人の仲介によって、文化

を手にすることができるく851」。

　以上検討してきたように、ドゥラトフは明らかに反ツァーリであるが、ロシア人やロシ

ア文化を含めた意味で「反ロシア」と言える証拠はない。むしろロシアの優れた点は率直

に賛美し、学ぶべき点は学ぼうという態度を保っている。ツァリーズムについても、ドゥ

ラトフの批判の論理は、カザフ人はツァーリを頼って服属したのに裏切られたというもの

であり、多数の民族がツァーリに服属するという構造そのものを、1910年の時点で否定し

切ってはいない。

　もっとも、ロシア語とロシアの学問を知らないことが、カザフの後進性と土地の喪失の

原因ではないかと雷つた後で、「あるいは天才たちが道を見つけて／敵の立てた旗を投げ倒

せばよかったのに」［74］と述べているあたりには、早い時期にロシアの支配を脱していれ

ばよかったのにという思いを読み取ることも不可能ではない。しかし現実にロシアからの

分離独立を穏指していたことを示す言葉や事実は、『めざめよ、カザフ！』にも、ドゥラト

フの後年の著作や活動にも、見出すことはできない。『めざめよ、カザフ！』にはロシアへ

の帰属意識は特に強くは示されていないが、1916年叛乱から革命・内戦期にかけてのアラ

シュ派の活動は、ロシア（遵邦）国家の一員であることを積極的に主張することによって、

カザフ人の自治獲得・権利拡大を実現しようという志向を軸に展開されることになるであ

ろう。

　ここで再び思い出されるのはガスプリンスキイのことである。「ムスリムとロシア人は一

緒に、あるいは並んで、耕し、種を蒔き、家畜を育て、仕事をし商売をすることができる」

と考えた彼は、ロシア人に「我々に『光と知識、知識と光』を与えてほしい、でなければ

あなた方の支配は、支配のための支配に」なってしまうと呼びかけ、母語による教育を通

してロシアの学問・文化を学ぶことで、ロシアのムスリムが「他のムスリムの知的発展と

文明の先頭に立つ」ことを構想した㈹。このようなロシア人との協力という考えを、「現実

の可能性からひどくかけ離れた野心」か「ムスリムの素朴な感情を無視しがちな空論」で、

「挫折する運命を如侮ともしがたかった」と断じることも（8η、その後のムスリム知識人の苦

難を知っている我々にとっては容易だろう。しかし、華馬前のロシア・ムスリムの少なか

らぬ知識人がロシアを通して近代文明を学び、ロシアから分離せずロシア人を憎悪・排斥

せず、共存しながら自民族を発展させる道を探っていたという事実は、結果論とは甥の次

元で再評価されるべきではないだろうか。

W　未来へ

前節まででは、ドゥラトフが自民族や外界をどう認識していたか、外界から何を学びう
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ると考えていたかを見てきた。この節では、彼がそれらの認識を踏まえた上で、どうずれ

ばカザフ民族の未来を開くことができると考えていたのかを検討していこう。

　『めざめよ、カザフ！』のキーワードは、「技芸（ないし技術）」と「学問」だと言ってよ

いだろう。近代技術が生み出した鉄道、電話、大砲から農一丁に至る品々を列挙した（前

節参照）あと、ドゥラトフは、「我々はここに述べたものの一つも作ることができず、／無

知のために列からおくれてしまった。／我々も、学問を知っていれば作れないだろうか、／

〈略〉／技芸ある民と名付けられはしないだろうか」［16］とカザフ人を叱咤激励する。「私

は技芸に渇し夢中になっている、／学問の楽しみを少し味わうことに」［90］と告白し、「ヨー

ロッパの学問から模範を取り、／カザフが〈学問に〉触れたことを我々は喜ぶ。／目的に合っ

た学問を見つけ、／その種を民族同朋OTにもたらし撒くがよい」［35］と奨める。

　学問の価値に対する彼の評価は、時に知識信仰と思えるような域に達する。「知識ある者

は千人を倒し、腕の強い者は一人しか倒さない豆84］。「君が貧乏なら、学ぶのはますます

よいことだ、／知識を得た者にとって、豊：かになるのは難しくない。／知識を伴わぬ家畜の

富は長続きしない、／今日バイでも、明日貧民になって不思議はない。／世界では技芸ある

者に貧乏はない、／〈略〉／無学をたとえるなら暗い夜で、／知識を得た者が歩く土地はすべ

て明るい」［68～691。

　学問・技芸を学び、広める手段に関しては、「本を挙る印刷所が現れた、／人民xa細Kに

技芸と知識を広める。／新聞、雑誌を通じてあちこちからの／ニュースで人民xa胴Kの冒

を開く豆16］と述べて書籍、新聞、雑誌の効用を強調し、ドカザフには自分の言語の定期

刊行物がない」［36］ことを憂えた。また、技芸ある者は自ら「翼を広げて世界から手本を

得る」［68］ものだと雷い、「どうずれば病気の薬が見つかるのだろうと言って、／ヨーロッ

パの旅行者たちと知り合う」［30］ような行動を讃えた。

　学問や技術に通じた入は当時のカザフ人の中では少数であったから、知識人が人民に対

して果たすべき役割が強調されることになる。「各種族Ta帥aに一人の知識ある者がいれ

ば、／そこで民＞K￥PTに疑いのない模範を与えることになる」［77］。「カザフ知識人よ、結集

し、／人民xa調b嵐のことを気づかうのが我々の義務だ」［10コ、「霜の父母、くにの人々

eル碑PTは多くの希望を抱く人たちだ、／〈略〉／あなたがこの希望を抱く人々の灯である

なら、／希望が無駄にならないように」E71］と、ドゥラトフは知識人の責務を説く。ド君の

学問が果てしない海のようであっても、／自分の民族に奉仕しないのでは益はない」［69］

のであり、「自分だけ知って誰にも言わないのではいけない、／君が知ったことは早く人民

に分け与えよ、すべて」［381。「技芸によって同世代人の中でリーダーシップを取れ、／君

のところに困った人が来て取りすがらんことを」［87］。「心を開いて弱い者たちに奉仕し、／

道に迷った者がいればまっすぐな道を教えてやるなら、／人民のために心を捧げつくすな

ら、／その人の歩む道が平らかであらんことを」［66］。

　ドゥラトフ自身、「学業と鍛錬のために」、また「すべてのくにe」iを自分の目で見てやろ

うと言って」、あちこちを歩き回ってきたと言い、「少し知った学問によって／民族醐捌∂T

に奉仕するのが私の信念だ」と雷明している［90～91］。人民に奉仕する彼の態度は、仲間

たちにも強い印象を与えたらしい。ドゥラトフにロシア語を教わったこともある詩人マグ

ジャン・ジュマバエフ（1893～1938）は、ドゥラトフが憲兵隊に逮捕された時に「敵の手
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に落ちた人へ」という詩を書き、「朝から晩まで休むことなく、／あなたは人々の世話をた

くさんした。／大きな力をあなたは注いだ、／息をつくこともなかった」とドゥラトフを讃

えた（88）。1922年の『教育学』という著書でもジュマバエフは、人間が家畜以上の価値を持

つためには自分や近親を愛するだけでなく人類全体を愛し、人罠の利益を自分の利益より

優先させなければならないと説く際に、「私は窪地に生えた低い樹だ、／実の多い、すばら

しい樹ではない。／私は半分、ひとかけらになるまであなたのものだ、／用事に役立つなら

使っておくれ、アラシュよ一」というドゥラトフの詩を引用している（89）。

　自分に知識があるからといって慢心したり威張ったりすることも、ドゥラトフが強く戒

めるところだった。「技芸を人民に売って偉ぶらないように、／少しものを知ったと思って

ずるくならないように」［43」。「技芸に対し、自分は十分満足したと報うな、／他人の持つ

僅かなものでも多いもののように見続けろ」［70］。そして、「『碧のこの仕事は間違いだ』

と言う人を、／『私を罵った』と憎しみの目で見てはいけない」［82］、「言葉を知識ある人々

の批判にさらし、／『助言caBeTを下さい』と言わないのは賢明ではない」［85］と説いた。

　また、自分より優れた人間を妬んで才能を殺すなとも強調した。「君たちの一人が他の者

から目も届かぬほど優越しているからといって、／羨んで敵対し合うな」175］。「創意ある

者が力を尽くし出したら、／拒絶したり、羨んで悪口を潜ったりしないようにしよう」［811。

　ここでいう知識入の中心は新しい教育を受けた者たちだから、ドゥラトフが主に念頭に

置いたのは、若者だった。「私は書いた、人民の中で特に／20世紀の若者たちに向けて■6］

と、彼はこの本のメッセージの主な対象を明らかにする。「若い時には何をしても似合う」

E891、「宝石は石から、技芸は若さから生まれる」［66］（諺）と言って若者に期待する。大

きな可能性を持つだけに、若者の責任は纏い。「鳴呼と言うなら内側から煮えたぎって炎を

出せ、／誰が民族xa涯blKの困難な状態を正すのだ？／〈略〉／20世紀に向かって立つ、／せ

めて僅かのハヤブサたちでも鵬なければ。／創意ある若者たちが出て技芸を求め、／気分の

病を抜き出さなければ」［34～35］。ド気持はあけっぴろげで、目は鋭い弟たちよ、／〈略〉／

技芸・学問の市場が醐かれた時、／何もしないでいるのはあなたたちにふさわしくない」

［64～65］、「学問を学べ、慰の目が開かれんことを、若者たちよ、／自分で自分を育てよ、

若者たちよ」［38］と彼は呼びかける。

　しかし青春は短く、蒋の流れは速い。ドゥラトフの言葉には、蒔間を無駄にしてはなら

ないという激しい切迫感がある。「興味引かれる日に行動しておけ、／鴛の舌と頬はある田

くっついてしまう〈口がきけなくなってしまう〉だろう。／男子たちは技芸から取り分を取

らず、／何もせず家で無駄に過ごしていてはならない。／君が成長して成年に達するまで

に、／この学問の市場は分解してしまうだろう」［83］。「成長してから技芸を見出そうと考

えるな、／この、目的に向かっていく君の一臼一日は何なのか」／92］。「霜の前にはどれほ

どに時間があるのか分からない、／無知の中で無駄に過ごさないようにしよう」［82］とい

う言葉には、早くカザフ人の啓蒙を推し進めなければ、歴史の流れに乗り遅れるのではな

いかという焦りも感じられる。

　カザフ人の未来を開く条件としてドゥラトフがもう一つ考えていたものは、民族の団結

だった。「我々は団結のない、6つの口を持つ民族xa謝Kだ、／それが原因で列からおくれ

てしまった」［37］と指摘し、「一人より二人がよい、二人より三人が。／翼たち全員の随結
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が固められんことを」［65］と繰り返し呼びかけている。

　さて、ドゥラトフは、以上のことを実行すれば未来が開けることに疑いを持っていなかっ

たようである。なぜなら、カザフ人に他の民族と同じく能力と可能性があると信じていた

からである。「各民族xa酬くの力が技芸であるとするなら、この技芸に関し、高貴なるアッ

ラーのおかげと我々の努力があれば、我々カザフ人も〈他民族と〉同等であるだろう」［3

～4］と述べているし、「私はすべての民族の可能性をおおよそ見た。／そのどれも同じに

見える、／一つがよりょく、あるものは劣っているということはない」［18］と断言してい

る。前節で触れたように民族のことを考える天才たちとしてプーシキン、トルストイらを

挙げたあとでも、「カザフにもこれらに等しい雄弁家がいる、／人民xa灘Kから名声を得て

指導者となった雄弁家が」と述べてアバイ、バイトゥルスノブ、アクモッラ、ヌルジャン、

マシュフル・ユスフ（コペエフ）らの名を列挙し［98］、カザフのアクン・知識人がロシア

の文豪たちに劣らないことを主張している。

　ヨーロッパ人への劣等感や、カザフ人が発展しようのない民族性を持っているというよ

うな宿命論は、ドゥラトフとは無縁である。ベニグセンとルメルシエ＝ケルクジェは、「1917

年以前に現れたカザフ語のほとんどすべての作品は深いペシミズムを帯びている」として、

その例の一つに『めざめよ、カザフ！』の一節を挙げているが（90）、ドゥラトフの現状認識

が暗いのは確かだとしても、彼の未来観にはペシミズムは全くない。セラリンも1912年半、

「生まれつきの知力は他のどの民族xa』b眠にも劣らないにもかかわらず」、カザフ人は遊牧

に固執し学問から離れている、という言い方をしており（鋤、カザフの現状は悪くても能力

は劣っていないという認識は、ドゥラトフだけのものではなかったようである。

　「ちっぽけな民族xa細1くに利益はやってこないのかと、／これはそういう意図で作った私

の仕事だ」［90］と、ドゥラトフは作品の問題意識を明らかにする。「カザフがもしたくさ

んいたら苦しんだろうか」［661とも問いかける。詩「謎かけ」で、小さな少数の獣（日本）

がライオン（ロシア）を打ち負かしたと述べているのも、少数者の可能性への関心があっ

てのことだったろう。ドゥラトフの答は、少数者にもチャンスがあるというものだった。

「互いに教えを受けるために、／今田、全世界が混ざり合った。／〈略〉／少数者が多数者を

恐れて無為でいはせず、／技芸、活力、知識を測り合った。／自供を持った大きな者たちが

そのままでいる間に、／志を持った弱者の行動が優った。／息子だ娘だと言わず子供を教育

せよ、カザフよ、／『万歳、一我々はその時言おう、一こちらが優ったのだ！』」［75］

おわりに

　「はじめに」と王1亙節末尾に示した問題設定に基づいて、ドゥラトフのアイデンティティと

諸文明への態度を整理しよう。

　ドゥラトフの帰属意識は、第1にカザフ民族に、第2にイスラーム圏に向けられていた。

ロシアへの帰属意識は『めざめよ、カザフ！』に積極的には示されておらず、暗黙の前提

という程度である。一方、カザフ民族の境遇については、現在は暗く、過去には幸福もあっ

たが今さら取り戻せない、しかし未来には可能性がある、と考えていた。そのような彼に

とって、革新の方向を示すものは、カザフの過去＝遊牧文明の中にではなく、外に求めな
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ければならなかった。そこで彼がまず意識したのはイスラームの法と学問だったが、より

具体的・総合的な模範となるものは、ロシア・西欧文明だった。つまり、アイデンティティ

の所在の順番（1．カザフ、2．イスラーム、3．ロシア）と、革新のイデオロギーの源

泉の順番（ロシア・西欧とイスラーム。カザフ・遊牧はなし）がほぼ逆になっているので

ある。

　これは決して矛盾ではない。伝統的には、「カザフ人であること」は、「遊牧民であるこ

と」とほとんど同義であったと言われる働。そのような静的な畏族意識を離れ、「カザフ人」

を、外の文明の要素を積極的に取り入れて自己革新し、未来を共有する集団として動的に

位置づけ直すのが、ドゥラトフの作業だった。その際の知識信仰的な啓蒙主義、技術飛雨

的な近代主義には、今曝から晃ればやや違和感があるかも知れない。しかし当時のカザフ

人にとって近代化は、民族の危機からの脱出という目的のための必然的な手段だった。「國

の独立は即ち文明なり。文明にあらざれば独立は保つべからず（93）」という福沢諭吉の言葉

にも通ずる、緊張感に満ちた思考の結論だった。そして、日本の近代主義が民族差別や好

戦性の契機を内包するものだったことを考えるなら、諸民族の能力の平等や諸民族の共存

の必要を前提としていたドゥラトフらアラシュ派の思想は、十分に我々の思考の糧となる

であろう。

注一

1　ここではウズベキスタン、カザフスタン、タジキスタン、クルグズスタン（キルギス）、

　　トルクメニスタンを念頭に置いている。

2　「中央ユーラシア」という地域概念については、Sillor，　Denis，∫7籾θL4s忽一C6雇7癬

　盈〃・αs乞α，Indiana　Univ．，　Asian　Studies　Research　IIlstitute　Reprint　Series　24，　Re－

　printed　from加40！1∫ゴα，　Heft　3，1974，および、護i雅夫『革原とオアシスの人々　人

　間の世界歴史⑦』三省堂、1984年、序章、参照。本稿での用法は重氏の用法に近い。

3　以上については、拙稿「カザフスタンの歴吏と現在一複合文明社会の苦悩一」『北

　海道大学スラブ研究センター公開講座　中央アジアの世界』北海道開発問題研究調査

　会、1996年、参照。

4　当時のアラビア文字による綴りを、現在のロシア文字を準用したカザフ文字に翻字す

　れば、漁p畷Ky6日脚aTOBとなろうか碗と1くの間に‘aynがある）。現代カザフ語では

　巫ip＞K鼠blli煮y服TOB（または裁獅aTWbl）。なお、『めざめよ、カザフ！．勢の頃のカザフ

　語の文字体系は発音と一致せず、また語彙も現代カザフ語と若干違っていたため、翻

　字には多くの問題がある。本稿での翻字は仮のものである。

5　『めざめよ、カザフ！』の刊年は多くの研究では1909年とされているが、ドゥラトフ

　　自身の後年の文章には1909年とするものと！910年とするものがある。筆者が見た原

　本では毎年の部分が消えかけた上にペンで1910と書かれており、消えかけた数字も

　　1909よりは1910に近く見える。本稿ではとりあえず19！0年とした。なお、序文の日

　付は明確に／909年である。

6　∈）6ceMeT，　N．　O．，　M勿灘。αゆ∠πrθ監察が聞θκ膨わ‘’¢ρ混α雄δ‘励‘勘‘ノ，　A護MaTbl，1995；Co卜liKi，
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且y諏aToB，　N．，‘‘Ax河e双Ba薩TypcyHoBHq　Ba蕗TypcyHoB．　B匪oFpaφ四ecKH錘oqepK，”BKH．：

κα3ακαoρッooκ麗κ∂o／9／720∂α，　Oxford＝Society　for　Central　AsiaユユStudies，1985，
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20世紀初頭におけるカザフ知識人の世界観

cTp．59（初出はルッ∂配06iμθαη6α琵3翼θκ魏絢ρ∂α30κ0201〈ρ伽，　Bb田．3，1922，

OpeH6yP葦「）．

鳳WaToBa，　r．，“Ap八aKTaI1θTeM　3KeN面，”δθoαρ配。，　A訓MaTbl，1992，485－6．

請願の全文は、〃6〃Zqρ朋π0溜〃2魏θ0κ‘♂κ∂8姶‘θ〃薦κα3ακ0〃Zα〃α侮θ1η0∂薦θ0κ醜

ρα3ρα60〃τκαノ，cocTaBI4Te」lb　Ko3b藍6aeB，レi．　N．，　A調MaTbl，199玉．　cTp．17－25．

ByKe黄xaHoB，　A甜xaH，　“1〈睦pm3bl，”　欝　KH．：　φoρ湿配　κα4αoκα肋κoao　∂8αフκθκμπ　6

00（匁ワθノ彫θκκδ‘κ　200」ノ∂ρρo〃z6ακ．　　ノ460〃ψo－8θκεραπ．　1つoooμπ．ノ「2Pみ‘αμ麗∬，　Ho双　pe双．　　A．

レLKacTe誕H｝lcKoFo，　Cn6。，19iO，　cTp．598．

OH＞…〈e，‘‘BbI60pbI　B　CTeHHoM　Kpae，，，　B　K卜し：ノぐ　∂θoタ〃1zz々2θηエπ10　／2の60彦ノ「oρ｝P∂（潔ヲ。〃2θθκκo彦

ノ為届¢δ‘．　　C60ρκ乏‘κ　o〃zα〃zθ彦　ノz¢ρ60（ibzκ助θ8，　Hr．，1916，　CTP．43－44．

彼は1909年に5ヵ月間日本に滞在した。その旅行記の邦訳は、アブデュルレシト・イ

ブラヒム著、小松香織・小松久男訳『ジャポンヤ』第三書館、1991年。

八y轟aToB，踊ip＞KaKbm，伽び¢ρ誘ω泥4ρ配，　A無iaTbl，1991，37，2H－21．2－6．；Cy6xaH6ep坦Ha，

Y．，で・κα3αべ〃，で4短α膨〃，で・C¢ρ配¢ρ蕉α・ノ，A護MaTbi，1993，11－6．

E隊aHoB，　Ba前6aTblp，ηρ，κα3ακ，　Ka3aH，1911。

＞K廼peH馴H，　A．　IM．，．肋40〃zqρμακα3ακ6κo彦κκα2μ，　A鋼a－ATa，1987，　cTp．102，141．

UrA　I）K（UeHTpa誼b卜lbl員rocy八apcTBeHHb磁apxl佃Pec目y6甜Ki4　Ka3axcTaH），Φ．15，0i「1．2，

丑．408，」1．2－3－06，，　15，　19．

βy誕aToB，　N．，‘‘AxMe丑Ba負TypcyHoB幽Ba員TypcyHoB，”BKH．：κα3αxαoρジooκα♪（∂0

／9／7ao∂α，　Oxford，1985，　cTp．68－69；Bypa6aeB，赫．　C。，　Ka営Ha3apoBa，　C。　B．，‘‘06皿ecT－

Beトi｝｛o弔。玉璽魍ecKHe　B3朋瓢bl　AxMeTa　Ba舜Typcb田oBa，”　βθo〃z〃ακ　ノ1κα∂θみ躍α　κα、yκ

κα3ακoκo産CC∫），1989，」凝…8，　cTp．50；96双王MaHoB，　a，で・κα3αψ♪2α3θ1ηz，　A胴aTbl，1993，

37－6．

ハペaHa6　　田aM｝1謂b　　（＝＝Ce薩φyJ1誼HH，　CaKeH），　‘‘O　　KhpFH3cKo蕗　　レ員．．iTe諏調哲reHui’IH，”　　盟1μ3κわ

んα蝦。四七κoo1η顔，逓37（94），25　HoH6pH王920　p，1905年革命以降十月革命頃まで、ブ

ケイハノフをはじめ少なからぬカザフ知識入がロシア立憲自主党（カデット党）を支

持していた。

∬α〃z（ψα1π」ypκαπ　∂κ‘4πκ泥。！zθ∂雄τ，　T．5，1v1．，1931，　cTP．20．

ノ9！720∂61ぐα3ακo〃zακθ．　ノτoκ」厩θκ〃zδ4α湿α〃zθρμα泥配，A調赫a－ATa，1977，　cTp．250．

MapTblHeHKo，　H．14，，孟泥α乙μ一の∂α．　C60燗雌∂oκy況θκ耀。θ，　K3blJl－Op丑a，1929，　cTp．34

－40．

“〈・A諏am・＞11apTHHcbl“poFpaMMacblHb田氷06acbl，”BeKe藺xaHoB，　OJ田xaH，1飾‘’αρ湿α泥¢ρ，

A涯MaTbl，1994，259－262－6．

Ba通TypcyHoB，‘‘PeBo灘oU朋題K盟pm3b亙，”，沢π3κδκακαoκα泥δμoo1ηθπ，」遍29（37），3aBrycTa

19玉9　r，

UrA　PK，φ．　P－17，0n．　i，ム．1，両．1－4；NapTbmeHKo，　yKa3．　co・1．，　cTp．47－57，116。

TaM＞Ke，　cTP．156一圭57．

Ko3b16aeB，　H．瓢．，〃と1ηqρ召02ραφ薦κα3ακo〃zακα’．yρoκπαo〃zoρμα，　A識Ma－ATa，1990，

CTP．14．
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39　∂6ceMeT，赫．O．，露4勿ρノ6αゆ‘π1ηδ岨ρρα泥」ノδ‘，　A皿MaTbl，1995，8－1玉，16－6．

40　ここで「技芸」と訳したのはhYHepである。現代カザフ語でθHepは「芸術」の意だが、

　　ペルシア語起源の単語であるので、現代ペルシア語の辞典でhOnarの意味を調べる

　　と、「①芸術、美術②技術、技芸；技巧；腕前、熟練③〔古〕学芸、学問④職業、仕事」

　　となっている（縄田鉄男『ペルシア語辞典』報光社、！981年、891頁）。『めざめよ、

　　カザフ！』では基本的に「技術」の意味で使っているようだが、「学芸」や「腕前」の

　　ニュアンスも感じられるので、「技芸」の語を当てた。

4i　刀lyJ正aToB，　N1呈歪P一只至くy6，0πκ，κα3α耳4　yφa，玉910．

42　∫エWaT￥護blム’／ip＞KaKblll，0鮒，1｛α3αべ4／MMaTbl，1991．ほぼ同じものがドゥラトフ著作集

　　σ王y護aToB，　Nlip＞KaKbi罫1，〃66雌ρ．％α肥ρδ6，　A」IMaTb1，199L）にも収められている。先に記

　　した各詩の執筆年は、著作集の注による。

43　Devlet，　Mir　Yakub，砂α％κα颯ん，　Ya§丁預rkistan　Yayln1，！971．

44　UrA　PK，φ．15，0rl，2，双．408，　JI．3．

45初版ではh．．．Tとなぜか伏せ字になっているが、　hop　x∂＞KeTとする現代カザフ文字版に

　　従った。

46　小松久男『革命の中央アジア』菓京大学出版会、！996年、50頁。

47翫ηzqρ薦κα3ακoκo直CCρ命のθ6κθ伽μκぴρ鶴θκ∂oκα鰯研∂膿以　β1zπ伽

　　1ηoκωらT．3，A。qMa－ATa，王979，　cTp。226－228．

48　Demko，　George　J．，㍑θ1～呂‘∬ゴαπCo♂oη島α’ガ。η（ヅκαzα々然孟αη．Z896一エ9．Z◎Bloomilユg－

　　ton：IIldiana　University，1969，　p．150．

49　1V1．　C．（＝Cepa涯烈H，！＞i￥xaMeルKaH），‘‘Bi3丑ep丑i歪．叉6￥pblHFbi　h∂M　Ka3ipr・i　xa調iMi3，”ノ1座一κα1ち

　　1911，♪範10，3－6．

50　Cepa説HB，1V1￥xaNie丑＞KaH，‘‘IHahap　TpoHcK，φe6pa護1911－qH」i　H〈b屋JI，”ノL諺＿1《α躍，1911，♪範2，

　　3－6。

51　3｝IMaHoB，　C．3．，正4双pHcoB，　K．3．，　06昭θoηz6θκκo一πo認α〃zπ％θoκπθ　632泥∬∂配　ノ14．yκα一

　　．％θ∂フκα膿Cのα，尼ακα，A』Ma－ATa，1989，　cTp。119－120．

52　　PyM錘HueB，　rl．「L，‘‘Co玖レla護圭）HQe　cTpoeHHe　K逼pr’143cKo塁「o卜正apoπa　B　r藍pou．MoM目HacTo5｛H柔eM，，，

　　β01ちρooδ‘　κo泥。κα3α隅αα，」＼危5，　Cr16．，　1909，　cTp．109．

53　“T廼rk：istan’da　timur　yollarl　ve　bizim　Qlr墓1zlar，”7諺7ご勧②αη，　No．46，13－X1－1909，　s．

　　！－2．原文はアラビア文字の「共通テユルク語」。ドゥラトフによるカザフ語訳はほぼ正

　　確だが、若干の省略・言い替えがある。ここで紹介したのはドゥラトフによる訳の内

　　容である。

54　A識a田oF護bl，　A3aMaT（＝照yJlaToB，　N．），“＞Kep　M∂ce涯eci，”ノ1座畷απ，1911，♪軽11，8－11－6．

　　なお、『カザフ』紙が創刊されると、ブケイハノブらが、定住化が進歩をもたらすとい

　　う見方に疑問を投げかける議論を盛んに展開していくが、これについては朋の機会に

　　触れたい。

55　瓢，八．（＝八waToB，瓢．），“CaFb旧y，”κα3ακ，24－X－1913（施35＞，2－6．

56　　βo泥δzμαπ　Co6θ〃zoκαπ　∂κ隅ど‘κ泥。／zθ∂‘‘角　丁．23，釣1．，1931，　cTp．590．
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57

58

59

60

6！

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

κα3ακ広παη（憂ρακo＿∂1ηκ02ραφ観θoκoθαoo泥θ∂06ακμθ，　A護MaTb夏，1995，　cTp．227－240；

山内昌之『スルタンガリエフの夢』東京大学出版会、1986年、62～66頁。

Ba朋xaHoB，　q．　q．，‘‘3aMeTKH巽。呈弓cTopH監4　io＞1〈疑oc匹46睦pclq喋x匿MeMeH，”　1856P　B　eFo　KH．：

Coのακ～』θoo麗κθκ厩θηπ〃z‘‘1？zo．％ακ，　T．1，　A謎Ma－ATa，1984，　cTp．303；OH＞Ke，“O

Mycy涯bMaHcTBe　B（：TeH璃”1863？TaM氷e，　T．4，1985，　cTp．71－74；OH＞Ke，‘‘3aIwcKa　o

cy丑e6賢。繭peφopMe，”　1864．　Ta河＞Ke，　T．4，1985，　cTp．102．

UrA　PK，φ．64，0H．1，丑．5832，』．184．（rlpo田e田4e畷Kyトム’／yp3bl　AKHaeBa　ce卜laTopy，

rpaΦy　rIa議eHy，1909　r。＞

AMal｛田｝iH，双ocaH　N重。淵a，‘‘1＜e凪ec＞Kl｛bl」lb星cb田八a　Ka3a民θKi孤epi｝｛iuG3apa　Ke段ecy調epi，”

ノ1‘Z＿ぺαπ，　1914，漣13，209－2玉0－6。；Cy轟TaH　I＜apaTaeB，　BaKbIT＞Ka｝1，＞K．6．，‘‘Ka3aKTaP双bi艮

双iHi，　x￥KbH＜hoM＞KeP　xaKblH及aPbl　e　3aPa　IくeuecTepi卜li卜uくopblTb田丑b匡cbi，”ノ1π一καノz，1914，

」＼色14，226－229－6．

CoH煮a，227－6．

レ歪。0．，‘‘Fb研blM　yo及i｝i，”ノ4彦一1‘αμ，1912，　J適13，282－287－6．；6e葭ceM614eB，　K．，ノゆ。ερθo一

・α6κ0一∂粥0卿〃Z‘瑠0καπα海卿κ・α0〃ZOκαπ．％δ乙0肋8κα3ακ0脚κθκ倣泥αXX

6θκα，A脳a－ATa，1965，　cTp．118－121。

ρθ80〃0偏απμ故畷α0κα泥6κ∂‘彦60’Zρ00．　ノτ0κジjz8κ〃Zδ‘ακα〃Z｛9ρπα刀6’1ZO　μ0〃ZqO‘躍

κα傷αoκαノzδμoεo　θo’ψooα8／つooo‘4μ　μ　CCCノつ　6　XX　6θκθ，　T．3，2v1．，1930，　cTp．296－

298；山内巖之、前掲書、119頁；ム哩apTblHe｝IKo，　H．｝｛．，孟肥臨一〇ρ∂α，　K3bl」1－Op照，1929，

CTP．37．

山内愚之『新・ナショナリズムの世紀』PHP研究所、1992年、157～19！頁。

Fa朋XaH（＝BGKe甑aHoB，9護14xaの，“抵￥cbl諏Mal蓬。レ韮e3i，”κα3ω｛，10－XIL1914（漣89），

2－6。『不幸なジャマル』の全文は、君y認ToB，　N．，〃6∠夘ρ3¢伽ρρ配，　A脳aTbl，1991，127

－164－6．

AxMeToB，3．　A．，“O　cBoeo6pa3Hmくa3axclくoro朋TepaTypHoFo叩oueccaレlaqa調a　XX　BeKa，”

幽6θ01πμメτ　ノ4H　／ぐα3CC／：）．　　Cのπ5τ　φα泥。／zo3α彰θoκα角　玉990，」＼＆2，　cTp．38－39．

ロシア東方のムスリム全体を統轄する機関で、ウファにあった。なお、綴りがロシア

語の正書法と合っていないのは、カザフ語原文のアラビア文字からの翻字だからであ

る。以下同じ。

13yKe勇xaレloB，　A．，“K14p遡3bl，”BKレ1．：φoρ誕δ‘κα‘4μoκα肋κ020∂8‘♂3κθκz‘π8003ρθ湿θκ櫛‘κ

200ッ∂（ηフ。〃エθακ，Cr玉6．，　1910，　cTp．596．

山内畠之『新・ナショナリズムの世紀』78～79頁。

Pa蜘B，　B．　B．，幼α6卿，赫．，1989（HepeBo丑K日．：Radloff，　Wilhelm，　A銘s　S励伽，

Leipzig，1893），　cTp．111．

Ben1ユigse11，　Alexandre　A．，　and　Wimbush，　S．£nders，伽s伽八郷。忽Co”z7π忽sフ7z

沈翫θSω勉σ痂。π，Chicago：The　UIユiv．　of　Chicago　Press，1979，　p．196。

逮捕されていた関係などで第一国会の議員に遅く選出され、国会解散直前に首都に到

着したブケイハノブも、ヴイボルグに赴いてこの傲に署名した。∂畷α概。πθ∂醜θoκ厩
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73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

o／zo8αρδ　7’一6α　‘励．ノ4．μ、砿／⊃0ακα〃z　μκo．，”T．17，　CTP．3，；ノ7∂ノzπ17zμ％θoκμθ∂θ∫〃πθノ2π

ノ＝）oooμα　！9／7」5μ02ραφμゼθoκ琶座　o兇。θ卿δ，赫．，1993，　cTp．48．

翼FA　F）K，Φ．15，0焦2，几408，　JL8－06．

ByKe両xalヨoB，　A．，‘‘K茎4pFH3b正，”BKH．：φoρ．％δ6κα碍αoκα刀δκ020∂6αフ’oθ房απ6003ρθ況θκκδ‘κ

∂ooLy∂砂01η6ακ，　crI6．，　1910，　CTP，596．

移民問題については、西山克典「帝政ロシア・セミレーチエ地方に於ける植民の展開」

『北大三三29号、1989年、など、西山氏の一連の研究を参照。

Demko，　George　J．，銃θRz‘ssガαηCo／oη鎗αゼ07賀ゾκ薦α肋s如η1896－1916らBloQming－

ton，1969，　p．79．ここで「カザフスタン」とされているのは、当蒔の行政区画の中から

現在のカザフスタンにほぼ相当する地域をデムコが抽出したもの。

ハ3雌〃2．0κ醜ρ00α凪舶∂α雌8五吻θ08沼θ槻θ0κ020ッノ脚8〃雌π∫加6μ020遡ραθ2θ一

偏∬38．呪θyo〃zρo碗規6αα3θκ泥θ∂侃μπ，　T．玉，　Cn6．，1914，　cTp。87より算出。

Fo（ツ∂4ρo〃z6θ槻研ノ加¢α．　C〃～θκ02ραφ魏θo翻θo〃z彰θ〃～δ‘．ノ906∂o∂．　Cθoo観

1z¢ρ6鶴，　T．1，　CTP。111－114，203－204．セデーリニコフは測量技師・統計学者でカザフ

問題の専門家だった。1917年目第2回全カザフ大会ではオレンブルグ・コサック部隊

総会代表としてあいさつしている。1920年2月からバイトゥルスノブらと共にキルギ

ズ（カザフ）地方革命軍事委員会委員を務めたが、同年6月に解任された。∂κ瑠観。πθ一

∂α望θoκμ‘Zo泥。θ岬う　7、一6α　‘5ρ．ノ4．ακ　ノ「ンα冠α〃z　ακo．，”T．　i　7，　cTp．23，；ハへapTblHe董・IKo，

H．　H．，　ノ4／zα乙μ一〇ρ∂α，　K3bL崖一〇P双a，　1929，　cTp．　49；　ノ7レ。〃zoκo泥δ6　ノつθθo兇10傷μoκκ020

κα観〃7zθ〃zα　μo　ylzραθ泥θκ〃。　κα3ω（oκμノ％　冠ρα～」¢　θ9／9一ノ920　　2a去　　C60ρκακ

∂oκ3厩θκ〃～oθ，A誕MaTbl，1993，　cTp．208．

C￥調TaHKapaTaeB，‘‘Ka3a夏く＞Kepi　xaKΣ）峯H双a，”　　ノ1彦一καπ，1911，」遍11，2－3－6．；ノ「o（ツ∂卯。〃z・

8θκκαπ必罵8〃zqρo座oo3δ乙6．　C〃zθκ02ραφ観θoκ4θ01膨〃zδ6ゴ90720∂．　Cθooαπ

8〃zoραπ，　T．2，　CH6．，　1907，　cTp．673－675．

ノ「o¢y∂（切。〃zθθκκαπ　ノ疋y既（z．　7ンθ〃z‘∠ごZ　oo3配6．　Cηzθκ02ραφμ％θoκμθ　o〃z％8〃2ウ‘．　／908

εo∂．　Cθooαタτ　！zのθαπ，　qacTb　2，　C「互6，，　1908，　cTp．玉243－1247．

κα3ακ，　10－II－1913　（瀞2），　1－6．

家畜を失ったために、季節ごとの移動をせず、冬営地の周辺で農業に携わる貧民のこ

と。

Be錘。鎌614eB，　K．，砂03ρθoo媚κo一∂8．｝ω！脚z襯ゼθo紹π召．％¢ρκ04αηoκ硯．励娚δ6κα一

3ακαη酬θ肥％齪αXX　6θ紹，　A訓a－ATa，1965，　cTp．29，48－50．『アイ＝カブ』誌は、

中心メンバーのセラリンやカラ酒田フが、のちにアラシュニオルダに加わらず、早く

からソビエト政権を支持したため、ソビエト期にも比較的高い評価を与えられた。

且y。qaToB，逼．，∠島び¢μπα2αρδ‘，　A韻aTbl，1991，335－358－6．

ムへapTblHe田く。，　H．レL，　yKa3．　co9．，　cTp．　116－117．

Fac「IPHHcK｝｛葭，　レicMa妻4護一6e消，　‘‘PyccKo－BocTo【｛Hoe　　coヨ．’識a臓e｝｛He，，，　1896．　ノZρジρκ6α　　κα＿

ρo∂08，199i，」遍12，　cTp．199－207；OH＞Ke，‘‘PyccKoe　MycyJlbMaHcTBo，，，1881．　TaM＞Ke，

cTl）．207－221．
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20世紀初頭におけるカザフ知識人の世界観

87　山内昌之『神軍　緑軍　赤軍』筑摩書房、1988年、11頁。

88　＞K￥Ma6aeB，瓢aF＞Kali，∠砺‘’（窺ρ泓α泥¢ρθ‘，　A漁IaTbl，1989，60－6．

89　＞K￥Ma6ae欝，　NaF＞KaH，7池層∂α混α泥配，　A諏MaTbl，1992，2玉0－6，；刀ly護aToB，　IM．，〃るび¢ρ」zα一

　　泥αρ配，A誕MaTbi，1991，91－6．

90　Bennigsen，　Alexal／dre，　et　Lemercier－Quelquelay，　Challtal，ゐαPγ6ss6認♂6π40zωθ一

　　7脳π八励07忽ご加2．嬬緬‘s〃”z観54θ飽ssガ6αびαη’192αParis：Mouton＆Co，

　　1964，p．147．

91　N．C．（畿Cepa甜H，　N￥xaMe及＞Kaの，‘‘斑ahap　TpoHcKi，　MapT　l9玉2一田i＞Kbi訂，”ノ1座一稽αμ，

　　1912，鰻3，55－6．

92　f＞lacaHo呂，卜i．∂．，κoゼθ6απ碍μθ観α3α‘4μπκα3ακ06，　A諏MaTbト亙ocKBa，1995，　cTp．238－

　　247．

93　福沢諭吉『文明論之概略』岩波文庫、！995年（初版本は1875年）、301頁。

　［付記］本稿執筆のための資料を集めるにあたり非常に多くの方のお世話になったが、特

にグルナル・ドゥラトヴァ（r．N．八y醸TOBa）女史とマラト・アブセメト伽．96ceMeT）

氏に感謝したい。ドゥラトヴァ女史は『めざめよ、カザフ！』初版をお貸し下さっただけ

でなく、筆者の研究を常に暖かく励まして下さっている。また、カザフスタン科学アカデ

ミー準会員のケネス・ヌルペイソフ教授が、本稿のもとになった同名の修士論文（1992年

12月東京大学提出）のロシア語要約をお読みになって環地で紹介され、多くの点で賛意を

示して下さったのも、心強い限りであった（Hyplle員icoB，　K．，“醐p温くaKbllI　ZIWaToBTb1

3epTTey田i一＞Kano卜1事a護blMb藍，　1（α3ακ，フ∂θ6μθ〃z4　17　＞｛＜e」1ToKcali，　1993　＞Kbm，　6－6．；　CoHiKi，

ノ短α編隊フ擁ノMα雄oρ∂α，　A皿MaTb正，1995，52，108－6．）。
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八臆poBo33peH錘e　Ka3axcK羅x　H｝翌TeJ叢」田re疑ToB　B琵aqaπe　XX　BeKa：O

　　　　　　　　　　K｝｛Hre砥H茎γ到Ky6a几yJlaToBa‘‘」⑫ooμπoわ，κoL3ακ！，，

TOMox擁Ko　y到M、A

　　　　　1まeHTPaり1bHa珊．へ3H銭しlacTo　cqHTaeTc∫…【．IPocTo　oKpaレ藍Ho荷6b里BLL夏eFo　Co13eTcKof（：）Coi．03a　H護舅

T田．韮四HblM　MycyJlbMa至・｛cK目M　pα’レloほoM．　｝迂。　Talq4e　Ho八xo丑b至。！ミHo60Kレ1；UeHTpa説blia月　A3朋

レ13鳳peB諏e　6bL几a　MecToM正3cTpeqレi　pa3Hb監x取HB目，m43aUH鈎．　Ka3axcTaH　Mo＞Kl．．lo　Ha3BaTb　cTb正KoM

Tpex　田iBI情茎BaU｝痢：KoqeBo通，　Mycy。贋bMaHcKo営　i4　PyccKo荊　（pycclく。－eBpolle荷cKo通　目」田　pyccKo－

cOBeTc輔）、　Plcc廻OBaTe朋1〈a3aXcTaHa刀O捌．．lb1　BCer遡y丑e朋Tb　BHHMa｝恨e　OTHO田el．胴M

Me＞K双y　TpeMH　艮14BHJIH3a艮H5｛M麟，　a　TaK＞｝〈e　oTHo田eH舅i．o　Ka3axoB　I4　Ka3axcTaH翼e8　1〈　∋丁目M

U妻｛B｝’i識P董3aU謎HM．

　　　　　HacTo月L皿a5｛pa60Ta匪pe八cTaB涯∫leT　co60消aHa』睦3　MHpoBo33pe田4H　Ka3axcKレlx【骨ITe識説目匡、e｝｛一

ToB　B　Haqa』e　XX　B．　c　Bbl田eレ13。砲。＞Kel｛Ho角’ro畦K騒3pel蒲1．　r諏aBHblM　MaTepHa』oMム朋pa60TbI

只B，，1月eTc5｛c60pHMK　cT舅xoTBopeBH薩1VIHp一興Ky6aノ叉yJiaToBa　‘‘05zκ，κα3α履！　師ooκμoう，κα3αλ＝〃，’

（yφa，　1910），　KoTopb崩　　oKa3a議　oFpoMHoe　BJII．iチmレie　Ha　coBpeMeHHHKoB。　N．　ノ王y護aToB

　　　　　　　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ

Bbし旦aK）H工剛4c月　罫．logT，＞KypHa灘鷹cT，11pocBeTレITe認b　H　rlo講レ輩T睦丸lecKHレ正日e簸TeJIb．

　　　　　CHaqa』a　HyH〈Ho　KpaT｛〈o　paccKa3aTb　o　efo叩e畑ecTBeHl遷MKax．　B　cepe燗｛e　XIX　B．

Haqa諏正｛　Iloチ夏…3」田Tbc月　｝藍HTeJ璽JIMFeHTbl　c　pyccKレiM　o6pa30BaHP正eM，　B　ToM　し財cJle　TaKHe　FeH麺H，　KaK

qoKaH　Ba川xaHoB，レi6pa臼　A涯Tb田cap哲li　I4　A6a薩　Ky｝．iaH6aeB．　Ol｛14　疑e　To」lbKo　My60Ko

Bocflp麟H5｛JIH　PyccKo－eBporle角cKy垂。　KyJlbTypy，　Ho目BceF丑a　3a60丁目」1日cb　o　cBoe醗Hapo汲e，　Kp珂T珂Ko・

BaJ正匪｝．1eFaT目BHb［e　cTopoH｝）I　Ka3axcKor’o　o61員ecTBa，皇．1blTa訓Hcb　ToJIKoBaTb正4諏4　Kp哲T哲KoBaTb　Hc涯aM

B　Mo双ep歪．m3aToPcKoM双yxe，

　　　　　刀護）yl．’oe　Ba＞KHoe　l4丑e勇卜loe　TeqeHKe髪．lpe／lcTaB涯H涯茎癒aKbiHb正（HogTbト1．1ece卜田田くH）．　IHopTaH－

6a自，ノ兀y諏aT　レ1丑pyFHe　aKb藍Hbl　fopeBaJln　Q　6e3E3b正xo五疑oM　Ho』o＞｝〈el・1麟H　Ka3axcKoFo　Hapo八a．

　　　　　Bo　BpeM∫…Ba」胴xal．io8a　l｛A涯Tb田capHHa　Mo丑epHl’lcTcKHe　囲Te涯」1レIFe卜藍Tbl　6bl』H　o・夏el｛1・

pe双K14．　Ho　l．．｛a　py6e＞Ke　XIX一・XX　BB．畷。灘TaKHx擁HTe』。鵬・eHToB　y8e」II胴照ocb丑。　TaKoFo

ypoBH月，　竪To6u　oH茎4　MoF。駐I　Koげu至eKTレIBHo　8ecT茎4　06L匡ecTBe卜【Hyl．o　pa60Ty．　○｝｛14　y匿｛acJle八oBaJIH

B3r諏H双bl　Ha　HO護0＞KeH｝ie　Ka3aXCKOFO　O6しUeCT8a　OTL｛aCTH｝｛OT　aKbl｝蚕OB，雁O　f．｝eCC羅M封3M　aKbl蚕｛OB一日

He　i苓。双xo双｝重識．　　HoBoe　歪．至aHpaB涯eHHe　Hx　pa3BHT匿｝o　瓜a護a　peBoJ［｝oU哲只　B　PoccHH　l905－1907　rr．

　　　　　2＞1．ノユy説aToB，　po双14B田峯揃。∫｛B1885　P．レI　pa60TaBuJI4月目q賑Te訓e氏｛，　Ha種a轟cBoK）06LuecTBel・H｛o一

罫1α雁14T瀦qeα〈y卜。浪e，歪TeJH）｝至ocTb　HMe呈至Ho　Bo　BpeMジ正9To荷pe正30轟卜oU剛4．　　Eギ。　HepBoe　cT睦xoT80pe蓬｛He

6bulo　Hai．leしlaTaHo　B轟epBo繭Ka3axcKo哲ギa3eTe　‘‘Cの1てθ”（Cr16．，1907「・。）．　noToM　oH　BbmycTHJI

c60P卜【拓K勲　cTKxoTBopeH｝i自　『砂ooκμoδ，　κα3α．xコ！”　（1910）　目　‘ソL3αノ％（z〃z　々切「o／zo∂（9傷ノ”　（1913＞，　a

TaK＞Ke　l．．lePBb藍負　｝くa3axcKH藍　poMaH　『た海。》αoηzκα5τ　．界αノ％α泥”　（1910）．　B　1913　F．　8MecTe　c

AxMe丑oM　Ba薩Typcb田oBb匿M　oH　ocHoBa調KpyH員yK）ra3eTy『κα3ακ”．

　　　　　B1917r．，　HocJle　BceKa3axcKoFo　cbe3五a　B田．o誼e，6b朋a　opFa賢H30BaHa　HapT翻“A説a田”，

BKoTopo薩購aBHbie　po』レl　HFpa涯茎4　A朋xaH　ByKe藍xa目oB，　A．王3a員Typcb田oB　H　N．以y涯aToB。　B
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洩1i．lpoBo33pα．llie［くa3axcκ1｛x照・罫e．M｝．ll℃卜「roB田．．la覧．la，几e　XX　BeKa

丑eKa6pe　19玉7　F．　oH顕co3双a甜aBToHoき帽oe　rlpaBHTe調bcTBo“A』a田一〇p且a”田．la・｛a川60poTbc月。

60認b疋．HeB｝悪くaM｝歪．　　B　19ユ9－1920　FF．　o昭4　rlepeH．研PI　Ha　cTopoHy　CoBeTcKo薩　B凋acT産・歪，置・責B　1920－e

ro双u　BHec澱43aMeTHb磁BKJIa八BKy調bTypHoe　cTpoレITe調bcTBo　B　Ka3axcTaHe。　Ho　B　cTa皿レ賛・lcKレle

BpeMe藍｛a　6bl正3Li．．1｝｛e　a調aLL蛋op双bl七一当風．．U）1　1．loro護oBHo　　Ho及Bepr，ノII’lcb　pel．】peccH5：熱i．　　エ＞1。　11yJlaTo配3　6bM

apecToBaH　B　l928　F．14　IloH46　B　玉935　F．　OI16b㍊pea6H翔4T14poBaH　B　玉988　F．

　　　　　　Tel．iepb　灘epe薩八eM　　K　a正一蓋a肚13y　co双ep＞｝〈a正．1睦∫1　『局フoo〃μoδ，　κα3ακ！”．　　日田aロ哲cal．．昼la∫I　Ho

Ka3axcKo勇　TPa且14妓レH4　BI〕lpa＞KaTb　8ce　B　cT哲xax，　3Ta　KI．H4Fa　I．lpe皿cTaB涯負eT　co60錆　cKopee

coU腔aJ至bl・loe　o6pau．エe…｛14e，　しleM　q麟cTo　xy双。）KecTBe卜｛Hoe　I】po日3Be雌e卜H4e．　B　He鶏　エ〉1．　ノ烹y識aToB

oHHcblBa誼Ka3axoB　1〈aK　3a6brru自，3a6」匡y双HB巨1工臨。∫1，　Haxo双HBI．．uH勇。月BTy冨IHKe卜lapo八．　rlp翔し1蛋｛正．．lbI

曇叢呈．loFHx　6e丑oH　Bレ岨e皿B正．10JmT｝4Ke　UapcKoぎ’o　I．星pa13呈ぞre識bcTBa，　Ho　e【ue　cTopo＞Ke　oH　Qcy＞K艮aJi　caM

Ka3axcK至4黄　日apo瓜，　He　HpHcHoco6護月BHjE4営。チI　K　ト蓋oBo鼓　∈）1．loxe．　OH　ocTpo　Kp14T14KoBaJI訊e至．．locTb，

HeBe）KecTBo　峯4　0TcTaJ［ocTb　Ka3axoB　Boo6照e，　rlPo双a＞KHocTb　H　6e3双e｝iTe，月b呈｛ocTb　60Faし｛e薩　雇

B肩口，ITe．贋）Hblx涯｝i艮B背acT…．iocT塁4．　BBH且y…）ToFo　o匡PeuJHTe誼bl｛o　Bp｝｛3blBaJI：‘‘rlpocl．．疑lcわ，　Ka3ax！，，．

　　　　　　KpH3Hc　Ka3axcKorO　HapO／la　HPKO　Bblpa｝KaJlc∫H3　KP［4314ce　KoqeB韮．玉14畦ecT正3a　　　　〔PyH且aMe呈・｛Ta

Tpa且レ1艮HoHHo錘　Ka3axcKo莇　KyJlbTypb1．　3ToT　KPI43Hc　6bi，π　pe3yJH）TaToM　I．】（）Jl14T14KI’1疑ap143Ma　H

3aH5｛T豪iヲ13eMeJIIr）KpecT醸1．．laMI・1，　flepece甜B田｝・嬉・i｝4c，・1レB　E8pol．le薩cKo葭Pocc剛．　HeKoTopble　Ka3ax－

cK賊eレ霊HTeJMHFeI．ITh｛，　KaK，1－ia正．lp口Mep，！＞1yxaMe瓜＞KaΣ．雪CepaJ1照．｛，1狂しエa　cHoco6＞量く1｛Tb　Bレ13MeH｝｛BL生1里盃xc銭

ycJloBH，lx，　rIpH　yMei－lbH一菱el．1レi｝4　Ka3axcK蛋｛x　3e瀬eJ呈b，　aKT｝｛B卜至。　rlp1・13bH3a肝H〈11epexo鳳y　K　3eMJ夏e双eJ崩｝o

I40ceムJloMy　o6pa3y＞Kレ13｝H4．　3Ty　レ蓋疎ei．o　l．．Io双ノエep＞KMBaJi　i4　エ〉～．ノまyJlaTo…3．　BMecTe　c　TeM　o蓬．｛c

uocTa諏bl、睦e蘇　H3061）a＞歪（aJI　cqacTbe　II　cBo60煮y　Hpe＞KHe莇＞K茎43蓋．1レ葉Koミ．亙eB匿．．至HKoB；BgToM　oT｝．loL蓋．lel．1田4　B

eFo　co3i｛a卜m璽｛6bl涯Hc14xo』orH騒ecK11肖Kol一正φ」IliI＜T．　TeM　He　MeHee　B　l．1pe＞1＜1－ie涌＞K｛43H14　Ka3axoB　oH

He　Haxo丑HJI　ToFo，　qTo双a涯06b正HaI．lpa13Jie卜me澱JI5：蛋6y双y田e1’o　pa3BHTH5：董Hapo丑a。

　　　　　　H劉照a月co　BTopo蔚遜。調oBHI・｛bl　XV王II　B．，　B測趾財e　Mycy諜1、封iaHcKo薩照eo誼or｝1レl　Ha

Ka3aXOB，　KOTOpble双0…）TOFO　6bL珊41．10MI4HaJIb正｛b正Mi｛MyCy灘，Ma｝．｛aM14，　yC騒Jl14JIOCb．　　14正．ITeJIJH4re正．．ITbi

oTHocレIJIHcb　I〈　魏cJlaMy　Ho－pa3HoMy：o丑1．．m　cq｝iTaJIシ訂，　qTo　哲cJlaM　i．藍oJle3e正．韮Ka3axaM，　a　煮PyI、蛋歪e

cしH4Ta護猟，　qTo　oH　Bpe双e塁｛双識月HHx．　ムへ．！ユy説aToB　ilp睦Ha及」re＞Ka識KしMcay董1epBblx．　OH　Ho双騒ep－

KレH3aJI　HoJIb3y塒）麟MeHe…．．iレ田H．至ap睦aTa　K　6paKy，｝め06PaK　rIo　Ka3axcKHM　o6blし｛a，：iM　（paHHH蕗6paK，

KaJ藍blM，　aMeHrePcTBo）　し藍acTo　巽opo＞K双aJ五蓬｛ecracT垂）e，　oco6el．．iHo　双瀞｛＞Ke卜蓋撮i4H。　2黒yJ正aToB　TaK＞Ke

ocTpo　KpレiTレ董KoBa諏cl．ioco606yqel．財チ韮鳳eTe薩筏箋y護誕aMK41．I　r．藍。力唱ep＞K聾｛BaJ正双＞Ka丑H丑cKI4葭（HoBbl薩＞MeTo双

06pa30BaH｝｛5｛，　pa3pa60Ta正賢lbi営　レicMaHJIoNI　Facl．lpHレ塁cKHM．　　rlp正43bl13a，至Ky鳳e正｛茎咽ξo，　oH　yTBep＞K且aJ1，

【｛To　E3巽epBy呈。　otlepeムb　Ha双03aHレ髭MaTbcチI　MycyJlbMaHcK｝脳掛HayKaM14，　xoT，：董藍症x目oJIb3y　o6「bチ｛c卜旧J正

蚤｛eoし｛e蓬．夏1）　KOHKpeT卜正O．

　　　　　　B　Ue識。湿，　Hol．．1レ1MaH匪e　Mycy認bMaHcTBa　y　N．ノ汲yJlaToBa　Bo　M歪・至oFQM　cxo煮1．lo　c　H双e月M舅

双＞Ka丑Hム。｝3　（Mycy護bMaHcKレ董x　peφopMaTopoB），｝i　eFo　Mo＞KHo　正．正a3BaTb　Mo且epl恨3aTopcK睦M。　rlp茎4

9ToM　cTo匿T　oTMeTi歪Tb，し藍To　e掴y　6bL肝i　qy＞K双正）1日aH騒。調aMI43皿山IlaHT｝opK蛋歪3M．　　○｝．i　co3HaBaJI　ce6H

f．正pe＞i＜丑e　Bcero　Ka3axoM，　a　qoToM　y＞Ke　MycyJ藍b期a正畦H卜正oM，　TaK　＞Ke　KaK　I460」塁bL1．1レHicTBo　Ka3axoB

TOFO　BpeMel｛H．

　　　　　　Te藍．lepb　paccMoTpHM　oTHoLleH14e　N1．刀ly諏aToBa　K　Pocc哲蛋4．　BcT｝’lxoTBope蓬・｛H茎4‘‘3aFa郡くa”

αIK聞Ti歪KOB口慣閉，　cpaBH｝BaH　eFO　c　caMo鋤acTl｛biM　H刀くecTOK刷目BoM．　no洲e卜Mlo
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T◎MOx｝｛Ko　yヲ1赫A

皿yJlaToBa，　L更aPb　l43醗eH廼涯Ka3axaM，　KoTopble且06PoBoJlbHo　HpH卜田諏H巨Q五双a卜lcTBo　Pocc剛。

　　　　　　B卜la騒a誼e　XX　B．　caMo鍾ocTpo荷Hpo6謹eMo葭Me＞躍y　Ka3axa翻14　pyccKHMレ16bl霞

擁epece。ue猛qecK目鋳Borlpoc．　エ＞1．ノλyJlaToB　FJ藍y60Ko　Heqa讃麟誕。鐸oToM，　qTo　Bce皿yqLL韮露4e　3eMJ｛H　6blJ財

oTo6pa｝．ib1顕認飛1把pece謹eH裁eB　H双a＞｝（e河oF1’胡b蛋蓋｝pe双κoB　Ka3axoB　6b｝」屠pa3py田eHbF．　Ho　rlpl・｝9ToM

oH　卜le　6blJI髪．．蚕aMepeH　pa3）KHFaTb　Me＞KHaU鱗。卜蓋aJlb卜蓋yH：）po3卜｛b，　a　Hao60poT，　xBaJIHJi　Tpy双oJI｝06P韮e

r．lepece』eH技e至3．

　　　　　　ノユy訊aToB　Ha38aの　pyccK廻e　正｛ayK鋪　BTopb正M　qo　Ba＞K｝｛ocT騒　floc認e　Mycy護bMaHcK｝ix　HayK

Hpe双MeToM　o6yqeH鈍鍔．　Ho　Hpレ13ToM　oH　oHHcb田aJI　pyccKy｝o　KyJ正bTyPy　H　TexH哲Ky　rヨ。以po6Hee，

qeM　MycyJlbMaHcK騒e　Hay蓋く14．　OL｛　Bcer’双a　qPH3bBaJ【K　H3yし｛eI｛1410　pyccKoFo　戴3b正Ka，　TaK　KaK

He3Ha｝oLU雇e　PyccKoFoチ13bH＜a　Ka3axH　oKa3bBa議融cb　B　HeBblFo双HoMロ。護。＞KeHH睦．

　　　　　　C涯oBo嫉，ハへ．八y謎aToB　6b絹ocTpbIM　葦くp裏’量T｝iKoM　uapH3Ma，　Ho　oH　He　Bpa＞K双e6Ho　oTHocH護。擁

KpyccKoMy　l．．laPo双y，　oHムyMa調，　qTo　Ka3axaM　Hy＞Kほ。　HpHo6LUレITbc月KcoBpeMeH卜歪。薩eBporle葭cKo臼

U廼B翻，届3a艮照　qepe3　Pocc目K）．　rlo皿06Hy｝o　Ho3至娠嫌。　pa3双eJI只Jlo　HeMa諏。　HHTe謁甜FeHToB　H3

poccH薩cKHx　Mycy恥Mal一！，　B　To醗q珂cJle匹｛H．　Fac叩圏cK曲．

　　　　　　Cq哲Ta窪，　qTo　KJI歪。｛｛oM　K　Pa3B茎4TH｝o　卜董aPo双a　HB』別〈）Tc分　｝lay菱くa　シ算TexH里4Ka，　N．ノユyJ至aToB

HocTo月HHo　rIp哲31）IBaJI　K　oBJIa瓢eH陽03Ha｝｛H5｛M願．　　OH　r．ヨ。八疋｛epK賊Ba謹Ba＞KHocTb　po調H田一蓋Te転調Hr’e｝｛ToB，

KoTopble双oJDK日b匡pacHpocTPaH5｛Tb　3Ha卜藍裏4∫｛cpe双H　u1HpoK目x　Macc，　cTaTb　JIPI丑ePaMレi　Hapo汲a　口

caMooTBep＞…＜eH疑。　c説y＞KPiT豪：）Hapo双y．　Oco6eHHo　60Jlb田賭e　Ha双e＞K双b藍oH　Bo3JlaFa』Ha　MoJ藍。双e＞Kb。

OH　TaK＞Ke　HeoA｝｛oKpaT卜｛o　qpH3bIBa護Ka3axoB　K羅peo丑。』eHH卜。　PacllPe営　目　e八目HeHレ賢。．

　　　　　　瓢．ノユyJIaToB　cq｝｛TaJ正，　qTo　Bce　Hapo丑bl　paBi｛b正Ho　crloco6HocT∫｛M，　OH　6blJ豆y6e＞K煮eH，騒To

TaK弱e　MaJIeHbK駐e　Hapo双b正，　KaK　Ka3ax囲，　ecJIH　c双e護a｝〈）T　ycHJIH月，　To　MoryT　HpeB30消T哲　60識buJHe

HapOノ三bL

　　　　　　B3aKJ1｝oqeH屡e　cz〔eJ藍aeM　Bb正Bo双b‘．　△暖．丑y讃aToB　co3HaBaJI　ce6チ｛，　Bo－HepBblx，　Ka3axoM，

Bo－BTopb正x，　Mycy護bMaH洲。河，　B－TpeT団x，　Ho双晶aHHblM　Pocc朋。　A躍eoJlo田K）06HoB調e卜至朋

Ka3axcKoFo　o6LUecTBa　oH正・｛a撮eJI　B　pyccKo－eBpoHe員cKo消HMycyJlbMaHcKo薩ロ睦B睦説P歪3aUH班x．　B

Ka3axcKI4x　＞Ke　（Ko竪eBblx）Tpa八H艮14月x　gTor℃　α｛He　Haxo丑｝iJI．　B　∋ToM　HeT　HpoT｝｛Bopeq哲只：1＞1．

ノユy訊aToB　oI．IPe双eJI戴JI　HoBoe　co双ep）KaHHe　caMoco3HaH｝厘擁Ka3axoB　KaK　HaPo丑a　B　ToM，　qTo，　ocBaHBa月

9JIeMeHTb匿BHeLu田4x　U哲B哲澱43a艮H勇，　oH　o6騒oB涯只eT　ce6チ1疑。田lo畦eHHo　cTpeM匪Tc戴K6y双yにエeMy．

（ABTop　Bblpa＞KaeT　6調aFoムapl遷ocTb　Fy諏田ap赫HpHKy60BHe皿y」IaToBo負，　NapaTy　A6ceMeToBy渥

HpoΦ．　KeHecy　Hyp1．1e鞭coBy　3a選pe丑ocTaBJ正eH至4e　MaTepHaJ正oB目丑yxoBHy｝〈）Ho八日ep＞KKy．）
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