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敏文の時代
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はしがき

1861年 3月 5日に農奴解放令が公布された直後， ロシア国内におL、ては 3月から 4月

にかけて各地に農民騒乱が起ったのとくにその山をなすのが有名なベズドナの反乱であっ

て.この時はアプラグシン将軍の率いる軍隊が出動 L. 多数の死害者を出してようやく鎮

f王さntこり。

国外におレても 2月末カミら 4見はとめにかけて，ポーランドの各地に騒乱が発生 L、と

くに 4月 8日のワルシャワのデモに際Lてはロシアの軍隊が発砲して約 100人にのぼる死

者を出したの。

このような状況下にあって， ロソドンのゲルツェンは f鐘』紙 tに n861年 4月 12n ~n ， 

['1861年 4月 10日とワノレシャワの殺害』竿の論文をつぎつぎに発表 L. 事態の脅易なら

ぬ緊張ぷりと，ロシア政府に対する攻撃とを人びとにうったえた刊 さらにオガリ :'1 ーフ

もまた E鐘』の第 102号 (7月 1f:3 fわに E人民には何が必要か"?jJを発表 L. そこにお

いてはじめて「土地と自由j のスローガンを打ち出したが，これがロシアにおける人民-主

義の最初の秘密結社たる「土地と自由」の運動の出発点をなすものであった4L

ところでこれとほぼ時期を同じくして， ベテ/レブソレグとモスクワを.[1心に『大ロシア

人』と題する一枚の撤文があらわれた。これはその後つぎつぎに発表された搬文の最初の

ものであって，壁史上「撤文の時代J<<3rroxa rrpoKλaMaUHl1>>と呼ばれる時代がこれによっ

て開かれたとレわれる。

以下においては，この f大ロシア人』の第 1号をはどめとして. ニコライ・セルノ・ソ

ロヴィエーヴィチの『大ロシア人への田容Jとオガリョーフの F大ロシア人への同容に文J

する同答JJ. それに F大ロシア人』の第 2号および第 3号を〔資料 I"--'V)として取りあげ

1) 和国春嵩『ロシアの[大改革」時代ム岩波講俸~ u世界歴史』第 20巻， 277-278頁，及びtHl転:sr一:
つの論争J，ü' スラヴ研究~ No. 15， 58夏参照。

2)寂東宏 fポーランド革命史研究JI 44-49夏。 I，.Jrポーランド革命j岩波講座 F世界歴史』第 20巻，
228哀および荒武鉄郎 rt861年のロシアとポーランドJ，u西洋史学JILXXX 1，36頁参照。

3)吉tr掲拙稿 56-58頁参黒。
4の)兄兄.目.瓦沼HKOB島，Peoollま幻t勾~UOfl.HaH 60 pb6a λ 

1860-すX ?均Oδゐ08，M.，パ1号鉛8斜4，c白，τT、p. 179-183. 
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る。

つぎにこの時代の代表的な撤文の一つで、あるニコライ・シェルグノーフの F若き世代

へ』を〔室料 Vむとして紹介する。シェノレグノーフはこのほかにも F兵士にJと題する撤

文を書いて，ベテノレブソレグ守備隊の兵士の間にも撤布したといわれており， これを〔糞料

VII]において取りあげる。

E資料 VIII'"'-'X]は， 三っとも 1861年秋のベテノレブノレグおよびそスクワの大学における

学生運動の過程で生まれた議文で、あるO これを「撤文の時代」の代表的なものと考えるこ

とに誌もとより異論もあろうが，その後人民主義の運動に参加した多くの革命家がこの持

の大学闘争力、ら出ていることを考えるとき，やはりどうしても無視できないところと思わ

れるので， やや長文の解説を付してここに掲載することにした。ある意味で 1861年の諸

事件は学生にとっての 11905年」であったと言えるかも知れない。

最後にこの時期に出た数多い撤文の中でも，もっともラジカルなものと考えられるザイ

チネフスキーの『青年ロシア』を取りあげた。そしてこれに対する同じ革新捧営の側から

の批判として，その代表的なものと考えられるゲノレツヱンの F青年と老年のロシア』をあ

わせて紹介することにした〔資料 XIJ。

以上の資料の選択の仕方については，また}]IJのえらび)jもト分考えられるし，さらにこ

の時代に出された数多くの「請願」を取り上げて「語顕の時代」を描くこともできるであ

ろう O 罵知のように近年のソピエト史学界にあっては， 1859年から 61年までを「革命状

況j の時期と規定して，かなり大がかりな共同研究がなされているが，そこにおける研究

成果5) を取り入れるにせよ，批判するにせよ，やはり原史料から出発しなければならない

ことi主いうまでもなL、的。

さらに人民主義の運動の発生についてな加£以上のほかに，すくなくともオガリョー

フの書いた f新しい農奴制の検討Jl (u"鐘』の第 101号から 106号にわたって毎号連載の形

で発表)や前述の『人民には何が必要か?Jl (同 102号およびその付録)，ゲ、ノレツェンの

F巨人法呂覚めつつある!Jl (u"鐘』第 110号)，チヱノレヌィシェフスキーの『地主の農民に

彼らの幸福を折る者ーより挨拶を送るf入 さらに 1862年末から 1863年にかけて出された

秘密結在「土地と自由」の機関紙 F自由』第 1-..-2号および『土地と自由Jが必要である。

しかしこれらの資料の検討法本稿ではなされておらず， また以上に述べた iから XI ま

での資料も， 紙数の関係からその半分ちかくが全訳ではなく 「大意j となっている。資

料をこのような形で紹介することは問題もあろうが，できるだけ忠実に内容に期して記し

たつもりであるの

1 il大詰シア人J

ロシアにおける「撤文の時代Jのさきがけをなす F大ロシア人Jの第 1号は，一枚のど

5) Pe80.ll!O勾UO/tfWHcumya勾UH8 POCCUU 1859-1861 zz. とL、う同じタイトルでいままで 1960，
1962， 1963， 1965， 1970年に許 5時の論文集が出ている。以下この論文集については PCP と略

記する。

めこのことは本稿では直接取りあげ主かったが，この-共同研究の中心テーマの一つである「土地と自

由」をめぐってのソピェト史学者の聞での論争について，とくにいえるように患われる。

7) これは 1861年に執筆されたとレわれているが， f.fJ覇IJはきれなかったO
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機 文 の時代

ラの形でめ 1861年 6月30日に出されたといわれるの。 ノーヴィコヴァの最近の研究によ

れば，これは約 600部印刷されて，そのうち 420部がベテノレブ、/レグで. 80から 100部 が

モスクワで， また少なくとも 50[部H厄:がロシアi悶司内の{他也の町や[国量外にも配耳毛布1ドiさjれ♂ιLたとされる

がl(りへ}

r生i七iらに発送されたll~ 
〉~
。

ところでこの撤丈がいつ，だれによって書かれたかについては。今日までちくの不明な

}\~.\をのこして L 、る。そしてこのことが内容をどのように語師するかにも関認しているので

あるが， ミ/レレノレ 12)やノーヴィコヴァに代表される最近のゾピエトの研究者は， レムケ，

スチェクローフからコジミーンにいたる戦前の研究を批判し，それらがし、ずれも自由主義

活動なL、し革命運動の最右翼にこの F大ロシア人』を位置づけているが，それはこの換え‘

における憲法の要求を過大に評価 L. これが新しい院予形態と Lての人民の役割を打ち11¥

Lているのを軽読するところから来ているといっている 1330 このような評価の変化は 1951

年に出た fソビエト大百科辞典J の第二版と 1971年の第三版の双方における『大ロシア

人』の項を比較しでも認められるところであって，前者におげる iW大ロシア人J の見解

には. i';:I~分的に自由主義去の見解が反挟さ;f l ている!とカ‘ r~11大ロシア人J の括提な戦術

は. 19 Ht紀 60年代の立志運動を彼らが過大に詩{由ーしたことによって説明される」とヵ、い

った記述が後者では消えて，その代りに[革命的民主主義の傾向Jや，チヱノレヌ f シェフ

スキーや『同時代人』誌の影響が指摘されている i430 話を作者に戻すならば，ノ - <f 1 コ

ヴァは 1863{下の 7月はじめに出された「土地と自由Jのノ4ンフレット r自由』の第 2号1り

に i1己された I!日『大ロシア人』委員会」の支字を重視し， u大ロシア人Jの第 1号から第九

号支でをこの委民会の作製せるものとして.さらにそのメンノ;ーを杉.!~i\t しているの佼女に

よればこの委員会に入っていたと推定されるの比一ヂヱノレヌ f シェフスキーをは亡ぬと L

て， ドプロリューボフ， セルノーソログィエーヴィチ兄弟， ボーコフ. アントノーヴィチ

のノミ人であり， さらに委片会には人ってしなかったがー E大ロシア人J の仕事に関係して

いた人物として，オーブルチェフ.シニゾレグノーブ， ミハーイロフ，ウーチン，ルギーニ

γ兄弟などの名前をあげて L、るい3。

先にも述べたように.最近のソビエトの研究では， この『大ロシア人』とチェノレヌ f シ

広)このピラの写貫は H.H.HOBHKOBa， PeBO.l仰勾UOHepbl iF(j] zoda， M.， 1968， crp. 37に掲載きわ

てレるO

9) TaM )Ke， CTp. :3G. 
10) TaM )Ke， crp. 146-1，H. 
11)琵送された人びとのリストは TaM)Ke， crp. 330-335にiれている G

12) 11.C. MHJIJIep， BOKpyz <<Be.llUKopycCa))， PCP， 1965， CTp. 84-123. 
13) HOBHKoBa， YKa3. COtt.， CTp. 6-14. 
14) この『大百科3 の三販の記述は， 1963年に1-1-¥た『ソピエト霊史可科辞典j のそれとほとんどI"Jじ

で会〉るが，チヱノレヌイシェフスキーの影響については， ir歴史百矛けでは「大きな影響Jとあるの
が，lr:大行手+Jlでは「塁手;M(¥Jとだけになっている。

15) これは PyCCKO・flO.llbCKUepe80.llJO勾UOHllbleC6H3U， T， 11， M.パ963，CTp. 125に叡められてレる jコ

以下しばしば引用するこの資料集につレては PflPCと略記する O

Hi) HOBHKoBa， YKa3. COlf.， CTp. 327. 
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ェフスキーとの関係を重複し17〉，文書の作製にもチェノレヌィシェフスキーが直接影響を与

えたと主張するのであるがめ， この点についてヴェントゥーザは， [i大ロシア人』におけ

る政治的ビジョンの欠如や，チェノレヌィシェフスキーにみられるエネルギーや決断が欠け

ていること，さらにリベラルなメンタリティへの譲歩といった理出から，チェノレヌィジヱ

フスキーその人が文書の作製にあたったことは否定しているのである油、しかしいずれに

しても，この文書がチェ/レヌィシェフスキーおよび彼の編集せる雑誌 F同時代人』に何ら

かの形で関係していた人物によって書かれたものであることは. [i大ロシア人』第 2号配

布の嫌疑で逮捕されたオーブノレチヱフ，ボーコフ，ノレギーニン兄弟の経歴と証言から明ら

かであり，さらにそれ以上の断定はできないというのが正しいと思われる2630

つぎに問題となるのは f大ロシア人3 の発行回数である。先述の如く第 1号は 1861年

の 6月初日に出されており，第 2号は同年 9月 7日，第 3号は 10月 20日 仏、ずれも露

暦)に出されたものと考えられる。そしてこの第 2号と第 3号が書かれたのは 8月中旬

から 9月初旬にかけての大体同じ時期と推定されている21Lところで問題なのは，それか

ら1年余たって 1863年の 1月ごろに出た第 4号である。「教養あるロシア」の署名で，専

制と官僚制の打倒，全国議会〈ゼームスキー・ソボール)と憲法の要求，ポーランドの完

全解放等を要求したこの文書は23) おそらく後に述べる『青年ロシアJとゲルツェンのそ

れに対する反論を読んだ上で，革命樟営の結集をめざしたものと考えられるが24) これに

ついては前述の「土地と自由Jの機関紙『昌出』の第 2号が，はっきり「偽造j であると

述べている幼ところから，それ以前の第 1号から第 3号室でとは区別して考えなければな

らないとされているmo したがって，本請においても『大ロシア人』の第 1号から第3号

までに限って取りあげることにするが，きし当って第 1号の内容は以下の顛きものであ

る。

こ資料I] <大ロシア人第1号)27) 全訳〉

「地主領の農民は政府が解放の名のもとにおこなった負担の重すぎる変化に不満足である。彼らの不

調はすでに騒擾となってあらわれており，それに対しては同じように自らの状態を重荷と惑じている国

宥培農民も他の一般人も詞靖を寄せている。もし事態が現在の道をたどるならば，大きな動乱が待って

17) C..u. H.H. HOBHKoBa， H.F. lJCpltblUiC8CICUU U Ko..uumcm <<BCJlUlCopycCa)>， PCP 1960， CTp. 
299-326. 

18) Ee泌 e，YlCa3. CO弘.CTp. 107 H CJIe).(.および JIHHKOB，YlCa3. CO弘， CTp. 210-211. 
19) F.Venturi， Roots 01 Revolution， tr. by F. Haskell， N. Y.， 1960， pp. 238-239. 
20) レーヴインもチヱルヌイシヱブスキーが関係していたか否かについては慎重に断定をさけている。

1lI. M. JIeBHH， 06w，eCm8eltltOe iJ8U:JICeltUe 8 POCCUU 8 60-7()-e 2.0δbt XIX 8eKa， M.， 1958， 
CTp. 191-192. 

21) HOBHKoBa， YKa3. CO可.， CTp. 36. 
22) TaM )Ke， CTp. 48. 
23) PflPC， T. II， Cτ下.75-76に鼠録。
24) I全国議会と選挙による致治，即ち，憲法こそが， ロシアの人民およびすべての青年および老年ロ

シアが欲するところである。J(強調は引用者)と Lづ文章参照。 TaM)Ke， CTP， 75. 

25) TaM滋 e，Cτ'p. 125-126. 
26) CM. HOBHKoBa， Ylca3. CO弘， crp.31Q-311. 
27)テキストは KOJlolCO.ll(1861年9丹 15日付第 107号)CTp. 900および PflPC，T. 1， M.， 1963， 

CTp. 75による。なお原交の写衰は HOBHKOBa，YlCa3. COぜ叩 CTp.37にのっている。
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機文の時代

いるに相違ない。政府は伺ひとつ理解する力を持たぬ。それは愚かしく，無学で，ロシアをプガチョー

プの反乱に導きつつある。教養ある階級は人民をこの苦しみから救うために，無能な政府の手から自ら

の手に主導権を奪わなければならない。もし社会〈オープシチェストヴォ)2めがそれをおこなわないな

らば，テロリズムの危j換にさらされることであろう。なぜなら全国民的な事業を理性的に処理しえぬ政

府は，強圧的方法にすがらざるをえなくなるからである。

もし教養忘る階綾が政府を制御し指導する決意を持たす、に，自らを無力だと思うならば，愛菌者は人

員を行動に向け立ちあがらせるべく呼びかけをおこなわざるをえなくなり，教養島る搭薮はそこから手

を引くようになるかも知れない。それならば，まずはじめに，国売の教養るる部分が自らを無力である

と忠わぬように努めようではないか。実際に彼らは，愚鈍にして臆病なる政府よりも，はるかに強力で

あるのだ。それ故に教養ある人びとは，声を大にして政府に言わなければならない。われわれはこれこ

れの廃止を要求する。われわれはそれらをこれこれで、重きかえることを欲する，と。要求は実施される

であろう O われわれはポーランド人でもなければ，百姓でもない。われわれを銃殺することは不可能で

ある。

行動の綱領はもとより社会〈オープジチェストグォ)みす冶通らが決めることである。それ故われわれ

はその決定を待っている。目下のところは，とくに解決が急がれるこつの問題を提起するにとどめよ

う。

人民も教養ある階級も等しく望んでいる新秩浮の本質は，専撲なる統治を排してそれを合理的なもの

にかえることにこそあるべきではないだろうか，しかして

現在の王朝がはたして自発的に，毅然として専横なる権力を放棄することができるかどうか。

これらの問題を如何に解決するかによって，行動の詮方もまた決まるであろう。しかして行動方法が

決まれば，社会〈オープシチェストヴォ〉は岳らの中に行動する力をも見出すであろう oJ

一読してあきらかなように，この『大ロシア人』の第 1号は，解放令後の政府の施策を

無能と断じ，事態のよりいっそうの悪化がテロに移ることを考えて， I社会J(オーブシチ

ェストヴォ)と「教養ある措級」に女、jし.現状を黙認せずに敢然、と政府批判の芦をあげる

ことを要求しているのである。 L/J'しこの第 1号は.自らいっているように憲法と王朝に

ついての問題を提起しながらも. それだけに終っており， 憲法についてはつづく第 2号

で，王朝については第 3号で. t甘:論のN.応を見た上でより詳細な意見と，具体的な戦術と

を示すことになる O

ところでこの『大ロシア人』の第 1号は 8月のはじめvこゲノレツヱンの入手するところと

なり紛，彼はこの全文を 9月 15日の『鐘』の第 167号に掲載し730% しかるにこの『鐘』

の同じ号には『大ロシア人への問答』と題する一文も掲載されており，しかも1!買Ffが逆に

なって，こちらの方/J""先になっていて， u kロシア人J のブjは一番末尾にそれも小さい活

28) この場合このく06Il¥eCTBO) とLづ語には社会と Lづ意味のほかにくKpyr06pa30BaHHhIX， nepe-
).(OB1五X JI的 ).(e首 CTpaHhI:HHTeJIJIHreHu，H兄〉と L、うニューアンスが強L、。なぜそうなのか理由はあ

との解説でおのずから明らかとなろうが， r社会j とだけ記しては種々問題があるので， 以下にお

いても〈オーブシチェストヴオ)とかっこの中に表記する。 CM.TO.llKOBblU C.IlOBapb pyCCKOZO 

H3b1Ka， nod. ped. s.H. YutaKoBa. 
29) 1861年 8月 6日付ナターリヤ・ツチコーヴア・オガリョーヴァと娘たちにあてたゲルツヱンの手紙

を参照。 A.YI. fepu，eH， C06paHUe CO'tUHeHUU 8 mpu向amum O.MaX， T. XXVII， crp. 287. 

以下このアカデミー販を引罰する時には巻数と頁数のみを記す。

:m)ゲルツヱンがはたして誰からこの文書を入手したかは明らかで左レが (CM.fepu，eH， T. XXVII， 

CTp. 658)，ノーヴイコヴァは多分ニコライ・セ fレノ・ソロヴイエーヴ fチからであろうと推測して

しる o HOBHKoBa， J!Ka3. CO吃.， CTp. 287. 
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字で組まれている 3330 この回答は署名が「多くの中の一人Jとなっていて，実際の執筆者

が誰であるかわからないようになっているが，今日では多くの研究者によってニコライ・

セノレノ.ソロヴィエーヴィチの手になるものであると考えられている 3230

この回答の方は， u大ロシア人J 第 1 号の 5~6 倍の長さの文章であるが，その大意は

つぎの如きものである O

〔資料 IIJ {大豆シア人への回答)33) 大意〉

『大ロシア人』が秘密警察の中心で、あるベテノレプルグにおいて吉由な号制された言葉としてあらわれ

たことは，自由への第一歩で、あり，大いに歓迎さるべきである。いまや専制政治が破綻に顔しているこ

とは，政府のすべての行動が示すところであり，無能なる政府に対する童文意は毘毎にたかまっている。

しかし，それらの敵意の簡に結びつきと統ーがないならば，政府にとってはべつに危検なものではない

であろう。それらを糾合し，共同の行動へと立ちあがらせることこそ，われわれの当面の課題で島り，

それがなければ幸福も正義も自由も不可能である。いまや希望と期待の時は過ぎ去った。農民問題は解

放令によって変な形で、解決されたが，それは官援にとってのみ利益になるものであって，国家全体とし

ては致命的なものになっている。

『大ロシア入』は戦いが避けられないことを自覚している。 しかしもし真剣に事態に取組もうとする

なら，もう少し異った行動をとるべきである。《社会(オープシチェストヴォ))34) よりも人民に呼びか

けるべきであり，現存の秩序の下で生きることは不可能でるり権力がツアーりの手にある限り事態の改

善は不可能だという，疑問の余地のない原理から出発すべきである。《社会(オーブシチェストヴォn
が眠りをさますことは，勿論悪いことではないが，それによって事態が進展することは決しであるま

い。《社会(オープシチェストヴォnが本気で政府に反対して，人民にその欲するところを自発的に与

えるようなことは決してないであろう。《社会(オーブシチェストヴォリとは地主であり，官吏であっ

て，原理も志向も科書も犯罪私設府と等しくするものである。そしてそれはまた政府と同じように無

力で意気地のないものである。しかし少数の人びとはこのような《社会(オープシチェストヴォnに

反譲を感じている。これら少数派誌感J情においては人民に麗するが，実捺にはいかなる結びつきも持つ

てはいない。ここにすべての不幸がある。人民にはイニシアチプの精神が欠けている。人民の力は否定

にある。人民は何を欲さないかは知っているが，その欲するところを定式化することはない。人民はピ

ョートルの改革にも従うことなく，一世紀半の詞まったく否定的にそれに抵抗してきた。彼らは自告を

得るためにー撲を起すことはしなかったが，新しい農奴制を法制化した解放令に報従することは拒否し

たので、あった。この人民と少数派が合体することが必要なのだ。人民に致府の犯罪をあまねくあばいて

見せ，正しい憎悪をかきたてることが必要なのである。もしこのような同輩が以龍に出来ていたなら

ば，現在のようにいたずらに人民の無垢の血が流れるような事態も，政府がかの犯罪的な震の解設令を

むだに出すこともなかったで、あろう。しカか為し，いまだすベてが失われたわけで

うまく科用すベきで島る。人民は子供のような期待を抱いて，二年のあいだ完全な自由を持ちのぞんで

きた。それが裏切られ，彼らは新しい農奴告uを見出しただけで、あった。この間関ζ 少数派は行動を起す

べきである。しからば，いかにしてそれに着手したらよいだろうか? どのようにしたら，人民との確

31)掲載にあたって編集者は， 1ロシアでこれを読む機会を持ちえなかった人びとのために『大戸シア

人』のテキストを再印制する」と説明を付している。

32) 11.6. Bo沼O.ll.apCKH九 <<Om8em8e.llU1CopyCCY>> U ew a8mop， PCP， 1965， CTp. 52-83および

H. A. CepHo・COJlOBbeBHQ，fly6.1luu，ucmu1Ca， fluCMta， M.， 1963， CTp. 403-403. しかしリンコ

フは弟のアレクサンド fレ・セルノ・ソロヴィエーヴイチの可能性もあるとしている。 CM. JhIHKOB， 

Y1Ca3. CO吃.， CTp. 215. 
33)テキストは KO.l101CO.ll (1861年 9J1 15 13付第 107号)CTp. 895-897および H.A.CepHo・COJlO-

BbeBHQ， Y1Ca3. CO吃.， Cτ'p. 234-238による。

34) ( )立原文にある。
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固とした結びつきを持たぬ人びとを人民に結びつけることができるであろうか? この答は質問それ自

体の中にある。時ち，現存秩序に敦対している個々の人聞が，あたかも一人の人間のように同じ目的に

向って団結することだc もしそれができたら人民と一体化することもむずかしいことではあるまL、こ

の間建を作るためには，認密結社を設立するのが唯一の道である。このような考えに対して，多くの者

が古くさいやり方だと反対をするかも知れないが，何世紀にもわたって奴隷制をつづけてきたわが富で

は，説密の同盟以外にこの重い抑圧を払いのける手段はない。このような同盟なくしては，力も結集で

きず，大衆も組織化された敵を相手にすることはできない。いままでにはたしてこのような同盟なしに

成功した人民の運動があったでトあろうか? デカプリストの反乱の失敗も 48年の革命の挫折も， 越

街詞盟が手段として不適当だったからで、はなく，これらの同盟の基礎が需違っていたからであった。郎

伝人民との共同行動なしに結社だけで日的を達しようとしたり，国舟にしっかとはった棋を持たず

に抽象的な理論にたよってL、たという，二つの重大な誤りをこれら立教識としてわれわれに教えてい

るG

しかもわが居はこの広大な国土から，政府の i1が届かず， f患のどこの昌よりもこのような同盟が作り

やすい。人びとの中には，ロシア人は沈黙を守れないから割密が保てないという者もあるが，そのよう

な人は裁判のときの分離派教徒や百姓の態度を見るがよい。そうすればL、かにそれが誤った考えかわか

るであろう。さらに秘密の発覚を恐れるならばつ二つの組織が見什かつても結社全体に危険が及ば

ないように{乍ればよいだろう o if鐘』のどのページでも読んで、みるがよい。政府の罪業は数知れず， こ

れらを増悪している人びとが結集するためにはセンターがありさえすればよいのだ。

i改清がこれらの組織を圧迫する危棋についていうならば，罪史の示すところ，追害は組織を強fヒする

のに役立つだけである。完全な自己犠牲の精神の持ち主が献身的に事業に没頭するなら，たとえその数

は少なくとも，専制権力は持ちこたえられないであろう。しかしこれらの人びとは{社会(オープ、ンチ

ヱストヴォリの中tこではなく，半世紀にわたって政府に圧迫されてきた人民の中にこそいるのであり，

われわれが訣挺するのもこれら現存秩宰に荷ひとつ期待せず何ひとつ失うことのない大衆なのだ。

仕事は山沿どある。多くのことを，それも人民にわかるものを書くべきだ。秘惰出版所を作ってその

印刷物を人民と軍隊の中に広めること，農民と兵士を教育し，軍球内tこ親密な関係を作り，兵士と人民

とを近づけること，分離派教誌やコサックや修道士と関係をつけること，国外の出版物を披入するこ

と，できる限り多くの将校を味方に引き入れること，官職についている者の中でも有能な者を味方I'こす

ること，通蕗や産業の施設を作り，また資金その佐あらゆる手段を準揺することである。

最大の問題は努刀の目標が何か，ということである。憲法を目的としているのか，それとも裂のもの

をめざしているのか? 憲法については多分大部分の貴族が賛成であろう。自分たちにとって憲法が利

益になるものがそれを得ょうとすることには，われわれはいまのところ場)]も妨ー害もなすべきで法ある

まい。もし憲法が集会と言論の自告をもたらすなら，憲法の方が寺説政治よりもよいことはたしかだ

が，それが日的でも最後の言葉でもないことを，われわれは知っている。

われわれの目的は農民の完全な解放であり，人民の土地に対する権利と自分のことは自分で、処理し生

活してゆく権科を獲得することであり，チト!(オープラスチ〉の由由な連合を確立することである。

Baut. 

。δUHU3 .MHOZUX 

『大ロシア人』の第 l号が「社会(オープシチェスト ，，;，i';1 ) Jと「教養ある階級j へ呼び

かけたのに対 L. この了回答三は人民と革命的な「少数派」に呼びかけ，具体的な行動の

プランを提出している。即七、現状を変革せんとするならば，現体ftUに不満を抱いている

このような「少数の人びとJが弧立 Lている状態から脱却すべく，組織を作ること，そし

て農民，兵士，分離派教徒. コサックといった轄京い人民大衆と同盟を組んで.反政府運

動に立ちあがらなくてはならない.というのである O さらにこの当時から自由主義的貴族

をふくめて「教養ある階級jの中に起ってきた憲法要求の動きについては，その侵界を指
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摘することによって，あくまでも憲法の制定自体が目的ではなく，農民の真の解放と人民

の自治とが究極の目標であるといっていることは，その後の解放運動の中における，この

『回答』の位置を考える上で重要と思われる。 また組織の問題についても， 秘密保持の上

から，たとえ個々の組織が政府に橋発されたとしても，全体としての組織が生き残れるよ

うな仕組を考えていることは. w大ロシア人J の第 3号における組織についての見解や，

「大ロシア入」と「土地と自由Jの秘、密組織が最下部の単位として五人組を採用していた

という事実をあわせて考える時，はなはだ興味あるところといえるであろう。

人民との結びつきについていうならば，農民だけでなく，兵士や分離派教徒やコサック

までをふくめて考えていることは， r人民にわかるものを書くべきだ」と L寸主張ととも

に，その後の運動の方向を示しているといってよし、。しかし同時に指橋されなければなら

ないのは，人民の変革への要求を認めながらも，人民の側からのイニシアチプは認めてい

ない点である。そしてオガリョーフの『回答に対する回答iも，以下に見るように，まさ

にこれらの点を問題にしているのである O

ところでこの『大ロシア人への回答iを『鐘JIに掲載した編集部は，つぎのような注釈

を付している O

「われわれはこの論文をロシアから受取った。そこには是非これを掲載するようにとの

願いがついていた。いくつかの部分と形式の上で，われわれは完全にこれに賛成するもの

ではないが，この生きた仕事に対する生きた呼びかけを，心から歓迎するものである。わ

れわれは以前から力を組織的に結集することの必要性を考えていたが，そのイニシアチブ

は国外のわれわれからではなく，まさにロシア国内から起こるべきだと考えていた。 F鐘』

の次号においてわれわれは本論文の提起せる重要な問題について，また論文そのものにつ

いてのわれわれの意晃を述べるであろう。J35)

この注釈はおそらくオガリョーフが書いたものと思われる。というのは『鐘』の次号

(1861年 10月 1日付第 108号) には援の『大ロシア人への回答に対する回答』 と題する

かなワ長文の論文が掲載されたことと， ゲノレツェンがこのニコライ・セノレノ.ソロヴィエ

ーヴィチの『回答』を『鐘JIvこ掲載することに必ずしも賛成して立いなかったからであ

る36)。

ところでオガリョーフの『回答に対する田容』は以下の如き内容のものである。

35) K OIlOKOIl， crp. 895. 
36) repu.eH， XXVII， crp， 177および CTp.663. (1861年 9月 113ftオガリョーフあて手抵〉。はたし

てゲルツェンのこの反対の理由が『回答』の内容や形式やタイミングにあったのか，それともミル
レルやノーヴ 4コグァが推測するように， ゲノレツェンがニコライ・セルノ・ソロヴイエーグィチが

『大ロシア入Jl~こも『回答』にもひとしくその作製に関孫、していたという F複雑な事構j を知って
危慎したかは，いずれともきめがたL、。 CM.MHJIJIep， YKa3. cmambfl， PCP， 1965， crp， 98-99， 
および HOBHKOBa，YKa3. CO弘 CTp.294-295. しかしロシア圏内にこのような説密出張物があら
われたこと自体誌， ゲルツヱンとしても大いに歓迎するところであって， このことは『鐘』の第

105号 (1861年 8見 1513討〉の巻頭論文『印尉所を作れf 手D尉所を作れ/Jl と題する一文から

も言えよう。 CM.KOIlOKOIl. crp. 877. 

168 



撤文の時代

〔資料 IIIJ {大gシア人への自答!こ対する自答}37) 大 意)

われわれの自答 (OTBeT)は(歓迎の)挨拶 (ロpHBeりである。

われわれは長いことロシア国内から，もはや言論の時は過ぎ去り，行動の時が来たとの声が発せられ

るのを，じっと待っていた。なぜなら必ずやそのような戸があがることを信じていたからである。

しかし，諸君ははたして課題の困難さについて熟語ましたであろうか? どれほど目的がはっきりして

いても，社会生活の擾雑さ，諸民族の要求する多様さは，全般的計画を諸々の事惜によって左右させる

のである。何世紀にもわたる諜題が-8にして解決されることはないのだ。

まず初めに，いかに呂的を定め，どのように計画を立てるべきであるうか?

この点でまず，ウラ/レからヴィッスラJIIまで，アノレハγ ゲリスクからオデッサに至るまでの広大なロ

シア帝国のさまざまな人種，地域ごとの要求といったものを考意しでかからなければならない。もし諸

君が州(オープラスチ〉の解放と連合をその旗印にかかげるならば，われわれもそれと同じ考えと，州

の分離という考えをベステりから取っており，この点、で諸君と一致する。しかしそれはこの分離と連合

がそれぞれの地域性と生活条件にかなった歴史的J必然だからである。従ってロシア帝冨を奴隷鋭から地

域ごとの自治的同盟主こ変革することを目的とする誕密結社は，当然州ごとに作られ，その上で統合する

ようにすべきであろう。ここから直ちに行動のプラ γが出来てくる。部ち一人一人の活動家が自らの故

郷にあって，一定の範盟内で仕事をすると L、う単純なプランである。こうすることによって，当局の監

慢の liを分散させることになるであろう。また地方ごとの活動力が弱まるという心寵もあるまい。むし

ろそれぞれの地方の目的に適合させることによって，反対により強化されることになるであろう。さら

に帝盟各地に散在する軍践に対する名毒患方の活欝家の働きかけも，絶対に必要である。

すでにポーランド人は，ポーランドに隣接する諸州が自分たちと合体するか，それともロシアと合体

するか，それとも独立するかはその地域の住毘の自由意志で決定さるべきだとの考えに賛成している。

われわれはこれ以上伺も要求しない。ただ各州の住民が自由に決める龍に，彼らがベテノレブノレグの専鋭

政治と官僚制からあらかじめ解放されていることが必要である。従ってポーランドの解教は，その欝接

諸州やロシアそのものの解放と不可分の関係にある。それ故にわれわれはポーランド人に対し，自分た

ちだけの弱し、力をもって時機高早の行動に出ることのないよう切に頼っている。ポーランドもリトワも

ウクライナもロシアも，共に力を結集して共同行動をとるべきである。

われわれは今までポーラソド以外の西と南のスラヴ畏族については，ほとんど語ったことがなかっ

た。それというのもロシアとポーラ γ ドの解放なくして彼らの解放はありえないと考えているからであ

る。ポーランドが解放されさえすれば， ドイツの力は他に向けられ，その結果西南スラヴ諸民族はドイ

ツとトルコから等しく切り離されるであろう。だがフラ γスがポーラ γ ドの解放の手助けをすることは

まずあるまい。それどころかベテルグノレグと島ちそう気はさらにないのだ。しかしフランスがポーラン

ドやロシヤや西南スラヴ諸民族の解放の妨害をすることもまたありえないであろう。フラ γスにとって

はドイツと結ぶよりスラヴと結んだ方が有利であり，それもプロイセγ と癒着しているベテノレプルグよ

りも，解放されたロシアやポーラソドと結んだ方がはるかに有利だからである。今呂民族問題が大きく

取上げられているが，その中心となっているのがポーラ γ ドの解放である。しかしこれはロシアの解放

なくしては不可能であり，しかもロシアの将校や兵士がポーラ γ ドの解放の重要性を理解する Eも意外

に早く来ることをわれわれは確信している。

われわれは戦争や流血の殺蒙は愚かなことだと考えている。しかしどうしたらそれが避けられるかが

問題である。とくに共通の理解や話し合いの行われ難い現状ではこれが大問題である。 ドイツやベテノレ

プノレグ政府がポーラソドを岳虫にしておくとは考えられない。またロシアのツアーリが村や州の自治を

必要と考え，さらにその基礎としての人民の土地所有が不可欠だと理解するようになるとも思えない。

このような無理解の結果は当然ロシアとポーラ γ ドの解放を戦闘的なものにしオーストリアの崩壊を

もたらし，ベテノレプfレグの王朝をその故郷たるプロイセンに4婦らせることになろう。

37) テキストは KO.llOKO.ll (1861年 10月 1E付第 108号)CTp.901-905および H.口.OrapeB， H 36 pa・

HHble cou，Ua.llbHO・nO.llumu切 CKueu ifJU.llOcoifJcKUe npOU3BedeHUH， T. 1， A1.， 1952， cτ下 537-
547による。
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ところでもし州ごとの結社ではなく，デカプリストの例のように，ベテノレプノレグの一つの結社だけで

事を起した場合はどうであろうか? あるいはその方が容易に呂的を達成するかも知れないが，勝利の

結果として，新しいツアーリ権力か専税政治が出てくるかも知れない。その場合にどのようにして中央

集権を避け，各州の自治が守りえょうか? もう一度くりかえして言うが，計画はさまざまな諸条件に

よって変ることもありうるのだ。

あるいはまた地主たちが運動して致府に貴族主義的な憲法を発布させることもあるかも知れなレ。し

かし貴族主義的な憲法というのは幻想である。プノレジョワジーのいない憲法というのは考えられない。

中産階較の欠如した国でイギリス流の，あるL、はかつてのフラ γス流の立憲政治を{乍り出すことは不可

能である。

結社は好iごとに自然に出来るのが望ましいが，だからといってそれによってベテルプルグのクー・デ

ターや憲法の制定を妨げることにはならないのである。このことを確認して先へ進もう。

全ロシアの住民は大別して三つの範轄に分けることができる。その大部分は虐げられている人民であ

り，ついで虐げている側の地主や役人がいる。第三は人民主こ骨情を寄せている教養ある少数派であっ

て，彼らは地主，投入，雑措較人といった層から出ている。人民は真の解放を渇望しており，今Eでは

すでに政治的にも敏感であることを示している。斌役(パーノレシチナ〉から年貢説(オプローク)に移

ることも地主との約定証書〈ウスターフナヤ・グラーモタ〉を作製することもね否している。しかも村

会(スホーめの必要性や可能性をすぐにでも好転させるためには，郷(ヴォーロスチ)ごとに集るこ

とは拒んで‘いなし、。

従って問題は少数派を集結させることにある。それだからこそ『大ロシア人』も諸君の『回答』も，

われわれの諸君との話合札人民に対してではなく，この少数派に向けちれているのだ。この少数派が

人民と語るためにも，彼らはまとまらなければならない。これははつきりしている。われわれの賠だけ

で

ア入2がこれら少数派に最初の呼ひ守百カかミけをしたのはよいことであつたが'事をなすためには，列ごとに

印副所を{乍仏人民と話しをしなければならない。結社が矧ごとに作られるべき必然性がここにもあ

る。

いかにして結社が形成されるかは子部がつかない。しかし，わが国の少数派は，さらに純粋に人民的

な部分と，地主的色合を保留している部分とに分けられるのである。前者は村落の自治と州の自主性と

いった意味での憲法を要求しているが，後者はツアーリ権力の挺限とか人民の義務免絵，さらに地主の

特恵といった通常の意味での憲法を要求している。彼らも農民への土地分与では地主に譲歩するよう，

また村落の自治は必要だと説いているので島って，人民的少数派が彼らと同盟して悪い理由はない。こ

れら純粋に人民的な少数派は，解放のかわりに新しい農奴制をもたらした責径がツアーリにあるという

ことを人民に告げるべきである。いや人民自身すでにこのことを理解している。だがペズドナの事件の

あとではより一層専制の悪と破産ぶりが理解できることだろう。はたしてわれわれが立憲政治を通過す

るかどうかは，今後の事態が示すであろう。もし専制致治が人民自号機構を妨げないのなら，われわれに

とっては統治形態やツアーリの王戟的利害はまったくどうでもよいことである。しかし必ず妨げるに違

いないから，まず第ーに専制政治を排除しなければならないというわけで、ある。

それにしてもこのような少数派はどこにいるのだろうか? はたして後らは幻想の中にしかいないの

だろうか? いや， w鐘』や f大ロジア人』やその飽の誕密出版物を見れば，彼らが存在することは顎ら

かである。今Eは強力ではないが，明自は強力となろう。今日は少数派だが，拐Bは多数派となるでで、島

ろう丸。キリスト教徒も最初は少数派だつたで

一つ一つの結社が人民tにこ近づき，人民的なものになることを，われわれは疑っていない。人民は自分

たち以外の稽層の人語は信用しないものだと言われてきた。しかし今までは人民に対して命令をしてき

ただけで，誰一人として人民と話合をしようと思ったものはいなかった。話会が始った時にどうなるか

は，誰にもわからない。また人民は愚鈍で，話合ってもわからないとも言われてきた。しかしこれは大

いに疑問であるo もしはっきりと語れば，人民は理解するであろう。そしてはっきり語るためには，明

言まに考えることが必要である。従って人民に近づくためには，われわれははっきりと考え，はっきりと
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語らなければならない。そうすれば人民はわれわれを理解し，われわれも人民をよりよく理解し，相互

の結びつきは日毎に強くなろう。

結社はどこに作られるべきであろうか? 至る所に。工場に， 学校に， 銀行に， 定期市?こ， 部組織

に。作れるところならどこでもよい。

人民と何を語るかは前もっては三えないが，第一にツア←リ権力の右害さと，その破産ぷりとは明ら

かにすべきであろう。そして人民的土地者有と村落の自治と升iの吉主性とチ1，の連合なくしては社会の自

由も幸福もないということも語るべきであろう。

力を結集するためには資金も必要である。印刷したり，旅行したりして自分たちの信念を広めるため

にも，その必要性が見のがされることがあってはならない。

さらに軍隊との接近が重要であることも指檎せねばならない。軍隊なくしては担ひとつ長期にわたっ

て行なうことはできなし、からである。われわれは全力をこれに集中すべきだ。この点でも結社はーヶ所

にあるよりも，折、|ごとに分議していた方がよい。州ごとの結社の方が増設も容易であり，人民の結社に

なりやすいからだ。このような結社が存在すれば，農民一撲でさえ患殺や復讐が回避され，流血の惨事

もまねがれることができるであろう。

もしも政府が賢明で真剣にロシアのことを考えているならば，検関の迫害も廃11'.し，王朝の利益も保

持できるかも知れない。しかしそのようなことを政府はしないだろうし，従って戦いへ，自らの域亡へ

と進んでいるわけである。政府は「解放令」を出すことによって，告らの命数を定めたので、ある。そま1

が[解放令j発布後二年になるか，六年になるか，それとも九年になるか，なんともいえない。いずれに

しても全国民がその時期に注目しているの中間をとれば六年後に立政府は崩壊することになるだろう。

われわれ伺人偶人について言うならば，ここ当分必要な間は以前通り，菌外においてロシアの運動の

白白な言葉の投書uをはたしてゆくつもりである。そしていつでもロシアに戻ってその解放のため全力を

つくし命を捧げる覚憶はできている。

このオガリこZ ーフの『同容へのi司容』の中で，はじめてポーランド問題が取りあげられ

ていることは注目に植するn そ Lてこの問題は以下に見るように『大ロシア人』の第 3号

においてもー『青年ロシア』においても論ぜ、られるところであるが，この『回答への回答』

においてオガリョーブはつぎの三点を主張しているのである。即ち第一にポーランドの解

肢はロシアの解肢と不可分であるということ.第二として.ポーランドに隣接するウクラ

イナ， リトワ . t~ ロシア竿の地域の帰属は，その地域の哲三民の自由意志にまかせらるべき

ということ，最後にポーランドの側からの一方的な，時機尚早の経起は事態をより医難に

するて、あゐう， という主張である。 これらの諸点は， いずれもゲゾレツェンが 1859年の初

頭に nむに連載した書問形式の論文『ロシアとポーラン日以来，一貫して主張してき

たところであり，さらにこの問題をめぐって.この『回答への回答』が書かれてから7度

一年後にゲルツェンとオガリョーフはポーランドの民族中央委員会の代表とロンドンで会

見 L.!i鐘3の紙上:に彼らとの往復書簡を発表することになるのである 3830

きらにこの『回答への同容3の中には.ポーランド以外のハプスプルグ帝国とトルコ領

内の他のスラヴ民族についても、;工亡めて言及されているが，基本的にはこれらの諸民族

の解放はロシアとポーランドの解放があってはじめて可能だとの見解が述べられている。

この見解もまた，手年あとに『撞Jに掲載された(1862年 2月 15日第 122-123合併号)

パクーニンの未完に終った論文『ロシア，ポーランド，すべてのスラヴの友へ~39) と基本

38)拙稿「ゲルツェンにおける Fスラプ連邦』の思想、をめぐってJU東歌蔚究会々報~ II， 1966. pp. 

16-22参照。

39) KOJlOICOJl， CTp. 1021-1028.とくに CT予.1025.
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的にはi可じでるるが，バクーニンのシベリヤ脱出以前にこの F回答への回答Jがすでに書

かれたということは，とくに記1意さるべきであろう。

つぎにニコライ・セルノ・ソログィエーグィチの『回答』でも取りあげられたロシア国

内の憲法要求の運動については，オガリョーフの意見もほぼ同じであって，その限界性を

認めた上で，妨害もしないかわりに援助もしないという態度をとっている。ただここで伎

が立憲政治をもってイギリスやフランスには適しているとしても，ブノレジョワジーの欠如

したロシアでは幻想にすぎないとこの時期に早くも指摘している点は， その後 19世紀末

から 20世紀初頭にいたるロシアの致治運動や思潮を考えるとき， きわめて重要である。

f回答Jと同様， この論文の中でも最大の問題として取りあげられているのは， いかに

して進歩的少数派の組織を作り，さらにこれらの組織を人民に結合させるか，ということ

である。この点でもオガりョーフの見解は基本的には F回答』と一致しており，ベテルプ

ノレグやモスクワの中央集権的な組織よりも，それぞれの地域の現実の要求を反映した州ご

との組織の連合といった考えを前面に押し出しているのしかし『回答Jや f大ロシア人』

〈第 3号〉においては誕密保持がその主たる理由であるのに対し，オガリョーフの方は，ロ

シアの地理的，民族的，行政的特殊性のほかに，軍隊との結びつきや，将来の農民共同体を

中心とする自治との関連からも，このような組織形態が不可欠だと考えていたので、ある。

この点で設が，中央集権的な組織を採用した場合，たとえ革命が勝利したとしても，将来

また新しい専制政治が出てくる可能性を指摘していることは，後に見る『青年ロシ 7~ に

おける革命的独裁の考えをあわせ考えるとき，その後の人民主義やアナキズムとマルクス

主義，あるいはエス・エルとポリシェヴィキの戦術の相違を想起させずにはおかなL、40)σ

『回答Jが人民との結びつきを主張したのに対し，オガリョーフはさらに一歩すすめて，

どうすればそれが可龍かを述べている。ここで彼がいっているところの，人民にわかる言

葉で，はっきりとした思想を人民に語るべきだという考えは，のちの人民主義の運動にお

いて，大きな意味をもつようになる重要な主張である。

最後に指擁されなければならないのは オガザョーフの見解の根本にある，農民の自治

と州の連合としづ将来のロシアの見取図と，それへいたる過程で，できるだけ流車の惨事

辻回避したいという考えである。彼の立、密結社の構造もこのことと不可分に結びついてい

る。このような希望的構想が一部のきわめてラジカルな青年から批判を受けることは十分

予測されるところであって，のちに見るように『青年ロシア』はそのような批判のいわば

代表的なものといえよう。しかしここでオガリョーフがたとえ少数派が今日では少数派で

あっても，明日は多数派となるであろう，初期のキリスト教徒もそうだったで、はないか，

といっているのを知るとき，このようなオガリョーフの革命の惨事の回避の希望は，自由

主義的漸進主義とはほど遠い殉教の精神に近いものが感じられるのこの点は『回答』の著

者であるニコライ・セノレノ・ソロヴィエーヴィチもその『回想、記』の中で， 政府の圧迫が

強まれば強まるほど殉教の精神もまた強くなるのだという見解を述べており 413， ロシアの

40) さらに付け加えるならば，ゲルツェンは 48年の革命の経験から， すでにこのような考えを『向う

岸からJの随所で十余年も言iJに暗示的に述べているo

41) H. CepHO・COJIOBbeBHも Y1Ca3.CO弘， CTp. 237. 
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その後の人民主義の流れの ~Il Vこ色こく見られる人道主義的拘教の思想がここにも見てとれ

るのである。

ところでオガリョーブはこの口吐答への凶答』の注において. 1I大ロシア人』の第三り

をこの論文の ~IJ制中に受取ったこと，そしてこれに対して熱烈主歓迎の童、を表するととも

にtl"鐘』の次号に掲載するといっているが，はたしてそれは 10}] 15日付の『鐘』の第 109

号に発表されるところとなった。

つぎの了大ロシア人』の第 3号はその後 2カ月ほどたった 12月 8!l付の F接』の第 115

5Aにのることになるが，この第 2号(ロシア国内では 9月はじめに出た〉と((}3~} (lO) j 

ょにulる戸町主いずれも第 l号で提起した二つの主要なUJJ題をめぐって， 1大ロシア人蚕民

会Ji)~ よち詳細に意兄を述べる形をとって L 、るので，以干においてまとめて見ることとす

る門

仁実料 IV] {大ロシア人第2号}43) 大志)

11'大ロシア人』が提出した問題について公衆の間で云々されている意見をメンパーから慣れ、た委員会

は以下の如き結論に達した。

第一の問題について

法秩序が確立されることは，教育ある人間の等しく望んでいるところであるが，絞らの大部分はその

ための最も重要な条件として，農民問題の解決とポーランドの解放と憲法とが必要であると認識してい

る。

地主領の農誌は 186a年春の解放44) を待ちのぞんでいるが， これについての坪ー解の仕}jは二つの派に

分かれている。第ーの深は，土地は以前に地主が利用していた部分も含めて，すべて農民のものとなる

べきであると考えている。そして土地に対してはいかなる買戻金も支払う必要はなく，地主が国家から

その補償を受ければよいと{言じている。このような解決方法は，農奴農民のきわめて多くが望んでいる

ところであり，もし事態が今のままで進むならば，必ずや大勢を占めるようになろう。もう一つの派

は，いわば程、健派であって，農民は農奴苦手jの下で利吊していた土地だけを受けるべきだと考えている。

もっともこれには森幹の伐採権や漁獲権も含まれている。しかし買戻金に関しては彼らも第 A の振と同

様，絶対に反対である。今は第二の派の方が第ーの派よりも力が喜弘、が， もし彼らの望むような解決が

なされうるなら，すべての農民を味方にひきつけることも期待されよう。このように考えることのでき

る根拠は，いまだ農民の間には全面蜂起の組織ができていないからである。もし 1863年の喜二になって，

だまされたとわかったら，農畏は一斉蜂起に立ちあがるであろう。しかし，すべての農民が買戻金には

反対だということは記憶さるべきである。もし農民が不満なら政府は現在のように軍隊を使って農民を

鎮圧するであろうし，この場合には法秩序の確立は芋命の結果とLてしか導入されないことになる。従

って，もし平和的手段で国内に法秩序を確立しようと思うのなら，農民問題は農民の満足ゆくようなや

り方で‘解決されなければならない。

このような法秩序の穫立のためには，またポーランドの解放が無条件に必要とされる。ポーランドが

武力によってのみ維持されているということは，今やだれの討にも明らかである。国の一部が軍事的専

制によって維持されている時に，抱の部分がそれをまぬがれることはできない。ロシアのポーランドに

42) HOBHKoBa， Y，ca3. CO弘， CTp. 2立いずれも露暦である。『鐘3のJj・は新暦で出ているので、I':}]は

どずれる。

43)テキストは Ko.l宮01(0/1 (1861年 10丹訪日付第 109号)crp. 913-914および PflPC，T. 1， CTp. 
75-79による。

44)農奴解放令は 1861年 3丹5日に 12月 19日法」として公布されたが，農民と地主とのi誌の約定;;11:
書の作製は二年後の 1863年 2月 19Bが期隈となっていた。多くの農長はこの時十ここそ哀の自由が

得られると信じていたのである。
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対する支配は，ウィーン会議で、決ったものだが，このときわれわれはポーランドに憲法と国内統治につ

いての完全な岳主権と独自の軍隊とを与える義務を負ったのであった。この点で、われわれは全ヨーロツ

パの前で嘘をついた結果になっている。しかもポーラ γ ドに対する支詑を雑持するために，われわれ誌

20万もの余計な軍隊をさき， これが国家の財政にも兵士を出している家族にも大きな負担となってい

る。

ポーランド人はわれわれから完全に分離するのでなければ，満足することはないであろう。もしわれ

われがすすんでそれを認めるなら，ポーラ γ ド人はわれわれを尊敬もし，愛しもしよう。しかし，たと

えわれわれが認めずとも，ポーラ γ ド人は早晩みずからを解放するであろう。彼らは一人のこらず蜂起

に立ちあがるチャンスをひたすら待っているのだ。ロシア政府はポーランドの住民の間に身分的梧違を

作り出し，彼らが互いに反感を持つようにしむけているが，ポーランドの愛国者は農民に無積で土地を

与えることを決めており，また農民もこのことを知っているから，このような離反策が成功するはずは

ない。従ってポーランドの反乱を屈服させることもできなし、ことになる。

関様に車部ロシアの住民についても完全な自由が与えられなければならない。もし彼らが完全な分離

を望むなら，分離させるべきで島る。われわれ大ロシア人だけが残ることになっても，民族としての力

は十分保持されよう。この点でわれわれはオーストリアのように諸民族を抑圧せお限り自らも維持でき

ないというのとは異なる。われわれは民族の自決権を認めるものである。南部ロシアの問題は，ごく最

近われわれが取りあげたところであるが，ポーランド問題の方は一刻も早く具体的な解決がなされなけ

ればならない。即ち，ポーラソドからロシア軍が撮退することである。

ロシアの自由主義者の中にも農民問題とポーランド問題を上述の如く解決すべきだと信じている者が

いるが，中にはまた半分だけの譲歩で、すまそうと考えている者もいる。これらの人には以上二つの問題

と憲法の問題との結びつきがよくわかっていないのである。ロシアの立憲主義者がこのような観点に注

召することを委員会は強くすすめるものである。

憲法がし、かなる法秩序を確立させるべきかという点でも，誰もが一致している。主なところとして，

責任内閣制，予算を採決にかけること，陪審裁判制，信仰の自由，出版の喜由，身分的特権の露止，升i
ならびに共同体の自治があげられる。しかしそうするためには，どうすればよいのか? 君主に憲法の

下賜を要請するのか，それとも国民に憲法の作製を委ねられるようにするのか? 通常の法令も満足に

作れぬ政府にしてみれば，たとえ欲したとしても立派な憲法を作製できるはずはない。むしろ考えられ

ることは，新しい言葉で龍と同じ専制を採持するような法を憲法の名の下に発布することだ。従って欽

定憲法を要請するのではなく，自由に憲法を作製するための代議員の招集こそ求めるべきである。しか

して代表を選出するためには，出販の自由を認めさせ，各県に準錆会議を作る権利を与え，世論を代表

するような人望ある人びとをして臨時選挙法を{乍らせるようにしなければならない。

『大ロシア入』の次号は王朝の詞題を取り島げ，もっとも現状に適合した行動方法を公衆の換討に供

するであろう。

〔糞料 VJ {大 g シア人第3号~45) 大意)

F大ロ、ンア入』の第 1号が提出した第二の問題， 即ち王朝の問題についての委員会の決定は以下のま口

くで島る。

王朝について

はたして現王朝が自発的にその専横なる権力を放棄しうるか否かについては，意見は大いに分かれる

ところである。立憲主義者の多くは，現皇帝は憲法に好意的であり，必ずや憲法む規定を遵守しうると

考えている。彼らがこのように考える根拠は，多くの逸話や皇帝の倍人的性格からきている。しかし他

の者はこのような考えが根拠のないものだと思っており，皇帝の性搭の良き資質を否定するわけではな

いが，皇帝の今までの教育や環境や伝統・習慎からして，それは不可能だと考えるのである。さらに皇

45)テキストは KO.llOKO.ll(1861年 12月8日台第 115号)CT予.961-963.および PflPC，T.ιCTp. 

79-84による。
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帝が即位して以来，その為したところを見るに，よき意図は持ちながらも，すべてにおいて政治的自由

を恐れ，それを無条件に否定するところから，それらのよき意函もまったく不毛に終っていると指摘す

るのであるc 皇帯のこのような岳由の否定は，言論の圧迫や大学への教観，日耀学校の抑圧，農民問題

を官療的秩序で匙理しそれを言論界が取りあげることを認めないこと，カザンその他の県で、{J二われた流

車の悲劇の是認，ポーランドへの圧迫を多少でも軽減しようとする行動に対する反対等にあらわれてL、

る。これらの事実から，現皇帝が政治的自由を有害と晃なし，専詰Ijを自発的十こ破棄する意志がまったく

ないことは明らかである。しかしこのように考えながらもこれらの人びとは，それでは今日いったL、判

を志向することができるかという点では意見が二分している。ある者は現在の庶民の苛立ちゃ地主の根

みや教養島る措級の不満や財政の素香しからして，王朝を嘉することは容易だと思っている。しかし他の

者は，いかに国畏の中に革命的基謁があろうとも，教養島る階毅はいまだこのような，志向を持つまでに

辻ほとんど至らないと考えている。

自由の友の意見が以上のように二分していることを考憲して，委員会は国民の幸せのために，立憲政

治によって王朝の維持を考えている人びとに対し，時間をかけて自分たちの考えをテストしてみる必要

があると考えるに至った。もし現皇帝が告発的に専制を破棄するならば，共和派の損失はそれほど大き

いものではあるまい。真の立憲君主ltfJはそれほど共和制と違うものではないからである。委員会として

は，進歩的な愛国者と共に，法秩序と現王朝とは合致し難いものであると信じているつしかしそれにも

かかわらず委員会はこれら進歩的愛国者に対L.穏健派に上述のま口きテストの時をテえるよう説得せん

とするものである。このために失われる時間は，霞民の教育という観点から見るならば無駄ではあるま

い。事実そのものが，王朝に対して誤った期待を抱いている人びとの目を見聞かせるであろう。何より

も大切なのは，自由の友が一致して行動することであるつ立憲主義者がし、まだ気づかない真理を認めざ

るをえなくなるように，辛棒づよく待たなければならないが，それもそう長いことではあるまい。

このような考えから，最初試平和的手段を試みなければならぬ。皇帝に請願書を送るべきである。わ

れわれはこの請願書の試案を方々へ送っているところだ。これは自由主義者も認めうるような，きわめ

て穏健な調子で書かれている。この請願交の方針と，これを皇帝に送る必要性については，あらゆる集

会を科用しなければならない。最初は自分たちの知人の間で，ついで大部分の公衆の意見の一致が見ら

れたら，公的な集会で，それについて語ることもできるようになるであろう。このような平和な立見の

交換は，何ら危険なものではあるまい。誰でもその必要を認める者は宣長をすることであろう。しかし

とくに強力な知性と性格の持ち主には，到の義務がある。それは運動を組織し，訓練することである O

その際の主な方針は第ーにすべてを口頭で伝達し， " 、かなる書類も証拠物件も残さないようにするこ

とG 第二として自分の町の委員会に通告せずに重要なことを企てたり，委員会の指導方針を踏み越えて

はならない，ということである。これを犯す者に対しては，委員会は一切の関保を断つべきである。

このような方針を守ることによって，それぞれの委員会は安全に存在しうるし，たとえ発覚しても認

密結社と呼ばれずにすむわけで、ある。勿論これらの委員会は青年の信頼をうるよう，とくに配意するべ

きだ。青年たちの努力をプロパガソダに舟けさせることによって，時機詣早のデモをやめさせ，多くの

すぐれた青年たちが指導者の欠如からいままで蒙ったような災L、から救われることになるであろう。

各都市に委員会が作られたら，われわれの委員会はそれらと連携を持つであろう。日下のところは，

まず第ーに請願と法秩序の確立の必要性とを宣去することに設定しなければならない。署名を集めた

り，請願書を皇帝に提出する代表を決めたりすることは，大衆の大部分が委員会のこの活動に対して準

備ができてからでよい。そうなったら政府に大衆の要求を認めさせることも容易であろう。政府として

もロシアのすべて教養ある階級の要求には反対できまい。モスクワやベテルフツレグをワルシャワやヴ f

ノレナやベズドナ村と同じように扱うことはとても出来ないだろうし，これら大ロシアのすべての県に立

潤した首都の代表の前には，ツアーリとても屈服するであろう。

われわれの新開は，この詰顕の企てをもって，この号で一時沈黙する。教養ある階級への働きかけが

どのような効果を生むかを見ることにしよう。 Lかしもし彼らが行動する決心をせぬときは，われわれ

泣戦うしかない。人民へ鱒きかけよう。決心をぐずぐず引きのばすことは許されない。 1863年の春まで

に政府が蜂起の原因を捺去するこ
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ば， 人民は侭としてでも 1863年の夏には立ちあがるであろう。愛国者とてもこの蜂起を避けることは

できない。せいぜい富民のために蜂起をよき方向へ向けるよう配慮すべきであろう。

〔語願草案J (全訳)

「いと仁慈なる陛下!J 

わが祖国ロシアの現状は困難かつ危i換なるものであります。農奴制の廃棄に関する事項は，人民の精

神とは反対の方向で決定されました。 2月訪日の条令公布以来， いたるところに椙ついで騒乱が起こ

りました。なぜ、ならば，農奴農民が待ち望んでいたのは，この法令によって与えられたような富由で誌

なかったからであります。騒擾が全国的なー擦にまでいたらなかったのは，ひとえに農民がつぎのよう

に予想していたからでありました。期ち彼らは，以前の分与地を削減させ賦役や年貢舗の保持を定めた

規定は，せいぜいi匂う二年間のものであり， 1863年の春には彼らがこの言葉に与えている意味での自

由が与えられるものと患っていたからであります。彼らは以前の分与地が縮小されることなく入手で

き，地主に対してはいかなる支払いも奉仕もなすことなく，それらは患家が賠号室してくれるものと予想

していたのであります。彼らはそれ以外のし、かなる解決も受け入れないでありましょう。しかしてもし

2月四日の条例が， かかる農奴農民の一般的感情にそって変更されないならば， ロシアは最悪の惨事

に見舞われることになりましょう。

わが国家の支出は収入に見合っておりません。財政の素乱から産業と通商は低落しています。わが国

の紙幣はその価値を下げています。国債は変動しています。ロシアは破産に瀕しているのです。

わが国の披産の一因はポーランドの統治にあります。われわれはたえす'西部国境に豆大な軍践を保持

せざるをえず，それが数千万ループノレの金を費消させています。ポーランドの占有はわが祖国を強化す

ることなし弱色せしめているのです。ポーラ γ ドの圧迫はわれわれの福祉のみならず，民族的名誉を

もそこなっています。ヨーロッパはポーラ γ ド人に向精してわれわれを野蛮人と呼んで、います。

陸下はわが冨の司まと行政においてし、かなる濫用が行なわれているかご存知と思います。わがロシア

にあっては，正しいことが必ずしも勝つとは信じられておりません。一身上も財産上も安全はありませ

ん。役職についている者，金のある者，縁故のある者が法を破っても罰せられることはないのでありま

す。

わが国の法そのものが，大きな変更を必要としております。身分上の特権が渥民を階級に分け，それ

ぞれが互いに軽蔑し，憎悪し合うようにしむけています。裁判鋭度は正しい審理の仕方を保証しており

ません。警察の法外主権力は司法機関む力を低下させ，あらゆる活動を圧迫しています。体制が人民の

精神を低下させているのです。

われわれロシア人と同じ人種の何百万もの人が，ただ昔印刷された書物にのっとって析りたし、と願っ

ているだけで，無数の圧迫をうけています。コサックと呼ばれる他の何百万もの人たちも，生まれなが

ら生涯の軍務を負わされており，彼らはわが軍の数こそ増加させていますが，力を強化させてはいない

のであちます。

わが冨の不幸はじつに大きいものであります，陛下。根本的な改革の必要註は焦眉の問題でありま

す。控下はご自身を専制君主と呼んでいられますが，陛下り権力とても，陛下の意志だけで悪を除き危

険を予防すベく充分なほど大きいものではありません。このことは農奴農民の解放の過程に示されてお

ります。あなたは強制的な買戻しをやめさせたり，斌役を露止したり，農民主こ土地を確保したりするこ

とができませんでした。あなたは国家の金の収賄や横領とたたかうことをなさらず，収賄も横領も全盛

をきわめています。官僚的形式主義や陰謀や欺醸の方があなたよりもはるかに強力なのであります。あ

なた誌立憲制の導入に賛成されることによって，ご自身の上に重く覆いかぶさっているいつわれる統治

権力から免れ，現在のあなたへの服従を真理への純粋にして有益な恭頼に代えることができるのであり

ます。そしてこの真理は，政治的自由なくしては国事において存在しえないものなのであります。

自国民の自由意志に汝拠せる政府のみが必要なる改造をなしうるのであって，この改造なくしてはロ
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シアは恐るべき大変革に見舞われることでありましょう。陛下，どうかわれらが首都の一つ，モスクワ

かベテノレプノレグに， ロシアのための憲法を作るべくロシア国民の代表を詔集することをお認め下さい。

ポーラシド国民の代表が自国の要求にふさわしく披らの題国の運合を決めるよう，何卒その首都?こるワ

ノレシャワに彼らの代表を招集することをお認め下さ L、。

ロシアの偉大と光栄に反することは何ひとつ望んでいないことを疑いえぬあなたのロシア人の以下

は，陛下，あなたに対してこのことをお願いする次第でありますJ

以上『大ロシア入』の第 2号と第 3号とを通して，われわれは一貫した主張を見ること

ができるo RPちそこにはロシアの農民問題の解決および憲法の導入による法秩序の確三l

と.ポーランド1m題の解決とが不可分であるとの認識が根底にあり，さらに現皇帝たるア

レクサンドル二世がすすんで、専1tIJ を廃棄し，立憲君主~IJIJに踏み切るという点では多分に疑

問を抱きながらも，自分たちが呼びかける対象である「教養ある階級j の出に，この点で

いまだに意見の二分が存し，農民指紋もまた蜂起への十分な準備ができるにいたっていな

いという現実認識から，反体制勢力を結集するための一つの戦術として，試験的に!三官へ

の請願を出すことを主張しているのである O しかし f大ロシア人委民会Jが，この請願が

受入れられる可能性についてはほとんど期待せず，むしろ白分たちの請願が無視さ，1Lたり

)~IJ 下されることによって， l呈氏の各!昔、とくに自由主義的な i教養ある階級j がLlざめ.

f/J逸らの行動の不可避性が認識されるように /s:ることを意図 Lていたことも.全文を通 l

て明らかである O この点彼らの作戦は両面作戦といえるものであって.一方では語版を行

いつつ，他方ではつぎの段階たる行動の準備や，組織の指導性と秘富保持についても語っ

ているのである。そしてこの行動の時点と Lて. ウスターヴナヤ・グラーモタ (約定証

主)の1'f~;裂の終る 186:~ 1r.の存を考えていたことは，先のオガリ l ーフの WIIJJr~ーへの JIIJ'ru

にも見られるところであって，これは ~LíI斗J、ろく人びとの11¥Jに話題にな、〉てもいたことで

あるのところでこのよう江 I，T仔{j作戦のどむらに頁の意凶を凡てとるカミについてi土. この文

書を読むものをして二通りに解釈しうるのもた Lカミであるの一方では環己帝が白充IYJに寺

~IìJjを廃棄する意志がまったくないのは IJ)J らカ益であるとい L ーながら.他方では，政府とても

ロシアのすべての教養ある階級の要求i二i主反対できまい，と述べているように.この『大

ロシア人』の真意がはたしていずれにあるかについては，冒頭でも述べたように，いま主

で研究者の間に評価の違いを生んでいる O しかし第 3号に付された『請願草案Jだけをと

って，この『大ロシア人Jが自由主義運動の憲法要求の枠内に入ると考えることは， もと

よりぷりである巧われわれは.以上見たように『大ロシア人Jの 1号から 1号まて・合通 L

て，そこに見られる両面作戦と，さらにその根氏にある現状認識とをただ LくJ記長せねば

ならなL、この意味でいえることは、オガリョーフのlJ[ül~への回答』をもふくめて，や

はりこのりミロシア人』が良奴解政直後のロシアの現実のI}Iから， 1![1 t~反体j!JiJ努力の逆手Û)

としてiれ、主だ第ーの段階点、ら生まれたという事実であるの「委員会 iと自ら名乗り仕が

ら，この文書の作製配布にあたったのがほんの一保りの人間であったことは忘Jlてはなる

主L、n /ぷおこのような t阜三主二1I訂も苛:への;請吉臨願iと4硲品t告富子主;品t討iJ幻f

見 F九〉れるところでで、あ Jつ〉て.存立の場fTその俣!氏にあったのほ農氏にお;十るツアーリへの期待
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の認識と，その幻想をさまそうとのねらいであった紛。

11 !r若き世代へ』

F大ロシア人』第 2号とほぼ時を同じくして， 1861年の 9月 3!3から 4!3 (露暦〉にか

けて，ベテノレブノレグの町に『若き壁代へ』と題するパンフレットがあらわれた。筆者は当

時 37歳の元官吏にして教員たりしニコライ・ワシーリェヴィチ・シェノレグノーフ (1824-61)

で，さらにこの文書の作製には後に逮捕されて罪を一身にかぶった五歳下の友人たる文学

者のミハイール・ラリオーノヴィチ・ミハーイロフ (1829-65) も加っていたと推測されて

いる4730 これが書かれたのは解設令の公和されたあと，ベズドナの反乱の前の 3月5日か

ら4月中旬までの期間と考えられ，原稿はロンドンの自由ロシア出張所で印刺された的。

シェルグノーフとミハーイロフの二人は， それ以詰の 1859年の春にロンドンにゲノレツェ

ンを訪問しておワ， ゲソレツェンに好印象を残したとツチコーヴァ・オガリョーヴァはった

えているが，この文書の印舗にはゲ、ノレツェンは必ずしも賛成ではなかったといわれてい

る紛。その理由としてヴェントゥ一歩は，かかる文書の印刷，配布が雨名の身の破誠をも

たらすかも知れないとゲノレツェンが危俣していたほかに，イデオロギー上の相違もあげて

いるが50入結局ロンドンで 60部印耕して， ミハーイロフはこれを鞄の底にかくして 7月

にロシアに持ち帰った51)。

しかし 9月 1!3になってミハーイロフの部屋は憲兵と警察によって家宅捜索される破自

になった均。このときはうまくかくして難をさけたが身の危検を惑じた援は，翌詰から 3日

間にわたって郵便，運送業者などを利用してこの文書を発送するとともに，自らも夜間ひ

そかに配布を行なった5汽この時の配布，発送先は雑誌の編集者や彼が知っていた有名，無

名の人物たちであったが，このほかにも第三部の長官たるシュヴァーロフや国有財産相ム

ラヴィヨーフ，内相ヴァノレーエフ，それに文相のプチャーチンらにも郵便で送ちれた問。

シェノレグノーフの回想するところによれば，自分とミハーイロフのほかに，ニコライ・セ

ノレノーソロヴィエーヴィチの弟のアレクサンドルや、ンェノレグノーフの義弟めベテノレプノレグ

大学生ミハエリスの二人がこの文書の配布に協力したという 55)。

46) JIHHKOB， YKa3. COを.， CTp. 282-283.および E.JI. PY，lI.HHUKa丸 H.fl. OZape8 8 pyCCKO.M 
pe80.llIO~UOflflO.'}(， d8UJlCeflUU， M.， 1969， CTp. 266. 

47) H. B. ll1eJIryHoB， JI. D. ll1eJIryHoBa， M. JI. MHxa註JIOB，BOCnO.MUflaflUH， T. 1， M.， 1967， crp. 
5， 482.以下単に BOCnO.MUflafllほと記す。

48) TaM )l{e， crp.482. 
49) repueH， XX， 421. 
50) Venturi，。ρ.cit.， p. 247. 
51) BOCnO.MUflaflUH， T. 1， crp. 483.および MHX.JIeMKe， flo.llumu切 C1Cueflpou，eCCbl 8 POCCUU 

18庇)-xzz. M.-Dr.， 1923， CTp. 103 (ミハーイロフの上競における証言〉なお本書を記すときは以

下単に flollum.npo勾eCCbt とする。

52) D. C.φaTeeB， Muxau.Il MUXaa.ll08， Pe80.ll紛糾Oflep，flUCame.llb， fly6.1luu，ucm， M.， 1969， crp. 
302. 

53) flollum， npou，eccbl， CTp. 104-105. 
54) TaM )l{e. 
55) BOCnO.MUflaflUH， T. 1， crp. 246. 
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しかし， 9月 14日に第二泊自の家宅捜索が行なわれ， この時ミハーイロフは逮捕され

るのであるが，それはこれより前 9月 7日にモスクワで秘、密出版の謙疑で逮措されたコス

トマーロフの裏切りによるものであった川。しかし元老院における取謁ベにあたってミハ

ーイロフは，友人たるシェルグノーフのことは一切語らず， ti若き世代へJの配布のみか1'1'

製までも自分一人でやったと証言 L，この罪により 12月比日市民権お奪の加をうけ，つ

いで 6年の苦役と終身流芳Ijの待っているシベリヤへと送られ. 4年後この地に没した57h

このミハーイロフの裁判はその後つぎつぎに行なわれることになった 60年代の政治的

裁判の最初のものであり，またアレクサンド)レ二世治下の政治犯としては最初の犠牲でも

為った。社会の同清は高まり了詑の裁判は誰にとってもわがことのようにE、われ，伎のJlj

立はあらそって買わhtこの人びとは彼を一日でも見ょうと忌老院に押しかけた…。 jめとく

に青年層の問ではミハ -1ロフの運命に対する関心が強く‘設の裁判の行なわれていた元

老誌の建物の}誌では公然とデモさえ行なわれたといわれる切らこれは後に述べるベテルブ

ルク"7;'学における学生運動のもっとも高まった時期にも一致しているが，この『若き j\t~代

へ』が同大学の学生にどのような反響を呼び起こ Lたかをニコラッゼがつぎのように回想

LているO

「上級生の一人が一一一多分ネフリュードフだと思うが←一一一畦からこのノミンフレヅトを取

って，隣の講堂でみんなに読んできかせるのだといった……われわれにとってこの散文の

内容は，すべてが思いがけぬ発見で，興味ぶかいものであった……そこに法全体制の改良

ではなくて打倒のための蜂起の重譲の呼びかけが感ぜられたの憎むべき権力のまさに鼻先

において，鋒起への呼びかけが検問をさげて附間にひろ主ったことに.だれもがrr斉Lて

t、子副ハ 1(;0) 
一， -v_.J 

L治、らばその内容がL、点、なるもので‘あるか，以下にその大言;を示すことにしよう門

〔資料 VIJ (若き世代へ)61) 大志〉

1861年 9丹サングトーベテノレフツレグにおいて検[誌を通さず母語iI。

農奴解放令が発布される直前に政府は，全ロシアが蜂起に立ちあがらないか，人民が冬宮へ押しかけ

てこなし、かとびくびくしていた。政請が人民を恐れていた理由の第一時，皇帝が人民の期待を裏切り，

人民が望んでいたような真の自由を与えなかったことにある。第こには告示が2月 19日にではなく，

〈復活祭前の〉大斉期になされたことによって農民の喜びを奪ってしまったこと 62)，そして第三として，

解放令の作製に当って人民が J 人として参加することなく，ツアーリが恩恵として人民に白出を与えた

56)τaM )l{e， CTp. 484. floJlum. npoqeccbl， CTp. 104. 

57) M. JI. MHxa品JIOB，Co訂版eHUfl，T. 1， M.， 1958， CTp. 16. 最初jの将決は 12年6ケ乃の鉱山にお

ける詫刑であったが，ツ 7 ーリによって 6~ーの徒庁IUこ減刑された。 CM. floJlum. npo勾eCCbl，CTp. 
131. 

58)出HXaHJIOB，Y1Ca3. CO'i.， CTp. 16. 
59) BOCnO.MUHaHUH， T. 1， CTp. 16. 
(0) BOCnO.MUHaHUH， T. 1， CTp. 16. 
(1) テキストは H.B. llleJIryHoB，刀.口.llleJIryHoBa， M.瓦.MHXaHJIOB， Y 1Ca3. CO弘， T. 1， M.， 

1967， CTp. 332-350による。

ti2) r2丹 19日法」 と名づけられた解技??は人びとの予想、に反して 3丹 5Sに発布された。この[討の事
債につしては菊地日典 E ロシア農奴解技の研究~ 403夏以下:および 409頁の注 (22)参照。

179 



外 )11 継男

からでで、あつた。

ところでで、致府は人民のために存在するのでで、あつて，人民が致府のために存在するので

ノフ王輯は，人民tにこよつて選ばれたとLい、づう事実を忘れてしまつたらしし、、O もし人民の希望を実環しなカかミ

つたなら，そんな王朝は泊え失せるがよいのだ。

農奴解放と最近四年需の経験は，新しい政府がまったく役に立たないものであることを示した。ツア

ーリを取りまいているのは，依然として前と同じ愚かで卑劣な官金費消者たちで、ある。致府はロシアを

知らないし，また知ろうともしない。地主にとって農民の意見など存在しないように，政府にとっては

世論もロシア社会も存在しないのである。

農奴解放はロシアの誇大な未来への第一歩となるか，それともロシアの不幸への第一歩となるもので

ある。ロシアが政治的，経涜的に恵まれた直になるか，それとも政治的，経済的プロレタリアートにな

るかは，われわれ自身にかかっている。解放された農民は，すでに自分たちの出口なき状態に思いをこ

らしている。いたるところに不溝が見られる。誰もが何かを詩ち望んでおり，帝政ロシアは分解の過程

にある。

もしアレクサンドノレ二世がこれを理解し，人民に対して譲歩を行なわないなら，不満は極端な要求tこ

まで達することだろう。政府はこのことを考えるべきだ。悪を訂正する時間はまだあるが，ぐずぐずす

ることは許されない。

しかし人民の鰯から見るなら，政府と共同有動をとることは望みないと知るべきである。

若き世代はこのことを忘れてはならない。われわれは君たちの中にのみ，冨の幸せのためには一身の

利害を議牲tこすることができる人びとを見ている。そして君たちこそ誰よりもロシアを救うことのでき

る人間だと思って，もっぱら君たちに呼びかけているのである。君たちこそロシアの真の力であり人民

の導き手なのである。君たちは人民と軍隊に対して，皇帝の権力がわれわれになしたあらゆる悪を説明

すべきである。君たちは人民に向って，人民が土地を持つように望んでいる者がし、るということ，人民

の税を軽減し，裁判に正義をもたらし，余計な禄護者から人民を解放せんと欲している者がいるという

ことを説明すべきなのだ。兵士に対しても，彼らの勤務年限を短縮させ，給料を増やし，答lfljからの解

技を望んでいる者がし、るのだと説明することを忘れてはならない。

近年わが冨にはドイツの経済学から学んだ理論の受け売りをする輩がはびこっているが，これらの輩

には経済主義がわれわれの精神的関係を重しくさせ，偏狭な偶人主義に押しやるものだということがわ

かっていないのである。彼らの中にはロシアをイギリスのようにしたいと思っている者もあるが，ロシ

アはその地理的・自然的諸条件や土地の質と量からいっても，イギリスとは何ら共通のものを持ってい

ないc イギリスはヨーロッパの道を進めばよいのであって，われわれの道は，それとはまったく違うの

である。われわれの生活には，ヨーロッパには全然知られていない原理が存在する。 ドイツ人はわれわ

れもまたヨーロツパがたどったのと同じ道を進むべきだというが，それ誌嘘である。われわれは加の道

を進むことができるだけでなく，進まなければならない。ヨーロヅパは古代世界の残存物から形成さ

れ，また今日でも封建制度のなごりを残しているが，これらはわが国にはなかったものである。千年蔀

のヨーロッパには君主制があったが，すでにその時から大土地所有者と土地を持たぬ無力な農奴が発達

し，これが後の政治的不平等を生み出し，そこからプロレタリアートも生まれ，社会主義も呼びおこさ

れたので、2ろった。ヨーロツパはその行きづまった状態から抜け出そうとつとめているが，特権階薮はあ

まりにも強く，人民にもまた伺I注意白こもわたるf云統があり，持よりもプチ・プル根性〈メシチャンスト

ヴォ〉が行きわたっていて，これが社会理論の混乱や組織の弱さと結びついて 1848年の革命の失敗の

諒困となったのである。そしてこの失敗は，わが留の西欧主義者と1世間知らずの経済学者とをおびやか

したのであった。

ドイツ人の自から見れば，わが昌の農畏解放は歓喜すべきものであったのかも知れないが，ロシアの

人民にとっては，土地のない吉分，農村共同体の外の呂分を考えることはできないc ロシアの農民には

所有権の平等もまた必要なのである。

1848年の革命の失敗はヨーロツパにとってのみ失敗であって， ロシアにおいてはヨーロツパ的秩序

とは加の秩序が不可援だといちことを何ち物語るものではない。ヨーロッパの経済条件，土地条件はわ
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が冒とは異なるものであって，そこには共同体などというものは存在しないのである。

われわれは遅れた国民で、あるが，ここにまたわれわれの宰せがある。われわれはヨーロヅパ涜の生活

をしなかったことを運命に感謝すべきである。ヨーロッパの不幸や出口のない状患は，われわれにとっ

ては教訴である。われわれ辻ヨーロヅパ流のプロレタリアートや貴族主義や国家原理や皇子音権は欲しな

し、。

今Eまでわが国の人民は政府の仕事を妨害せず，またそれを理解することもなく，自らの生活を生き

てきた。これは正しいことであった。われわれには政治的過去はなく，われわれはし、かなる伝統にも繰

りつけられてはいないc またヨーロツパのように未来に対する恐怖もない。それ故にわれわれはまっす

ぐ革命に向って進むことができたし，それを欲してさえもいる。われわれは自分たちの薪鮮な力を信じ

ている。ヨーロツパのあとを追うことなし摩史に新しい原理をもたらし，自らの言葉を語るべき伎命

を負っていると信じてもいる。確信がなければ，救い誌なレ。そしてわれわれのJJ~こ対する確信は大き
し、。

もしわれわれが人民の需に土地を分けるという志向を実現するために十万人の地主をみな殺しにしな

ければならないとしても，われわれはそれを恐れはしないだろう。ポーランドやハンガリーでの戦い

で，またクリミア戦争で、むだに失われた命を数えあげればそんなことは何ら驚くにはあたるまい。政府

も貴族も人民の識であり， ロシアの敵である。野菜婦の雑草を抜くことを錯しむ者がないように，彼ら

をかわいそうに思うことはまったく不必要である。たとえある B突然にロシアの権力者が死んだとして

も， ロシアはそのことで倍ひとつ失うものはあるまL、。

それではわれわれは何を欲するのか?

まず第一にわれわれは，権力が人員の要求を理解し，人民の利益にそって行動する理性的なものであ

ることを欲する。そのためには権力がわれわれ昌身の中から選ばれ，制課されたものでなければならな

し、。

つぎにわれわれは，言論の自由と検閣の麗止を欲する。

さらにわれわれは，すでに部分的にわが国の人民の中にある自治を欲する。わが匿の政府は農民に自

由を与えたが，それは農民の斧を恐れたからで、あった。しかしわれわれは人民の昌治がより一貫して発

達することを欲する。わが国の農村共同体はこの点での基本的細胞であり，その集りがルーシであっ

たQ

われわれはまたすべてのロシアの市民が法の前で平等であることを欲する。特権措級は存在すべきで

なく，公職の任命は選挙にもとづくべきである。

われわれは税金の徴集が掠奪によらず，政府によって人民に報告されることを欲する。われわれはま

た裁判の公開，皇帝の警察の廃止，体却の藷止を欲する。

われわれはまた土地が楢人にではなく，国tこ嘉することを欲する。各人はそれぞれの共同体に分与地

を有し，共同体は従来より長期の間隔で割替えを行ない，政府はそれに口出しをすべきではない。もし

共同体的土地所有抗思い違いであるならば，それ誌おのずと廃されるようにすべきで，西ヨーロッパの

経済学の影響でもって麗止すべきで、はない。

われわれはヨーロッパ・ロシアの 9ω万デシャチーナの白由な土地(小作地)が，解政令によって良

市な身となったj日地主の僕鉾に与えられることを欲する。

われわれはまた解放された農民の過渡的身分が寵され，すべての銅人的土地財産の巽戻しが直ちに行

なわれることを欲する。もし政府がこの仕事をすることができないならば，国内の全階層によって行な

われるべきであるつわれわれは暴力的変革を欲しないが，もしそれ以外に方法がなければ，それを語否

するものではなく，喜んで人民に革命の援助を呼びかけもしよう。法秩序の支持者はこれをもって暴力

と呼ぶかも知れないが，われわれは奪われた権利の完全な回復を望んで九、るにすぎない。

われわれはまた農奴制の痕跡の完全な抜去を欲する。農奴制の下で発達してきた土地所有の不平等を

廃し，国家を完全に更薪することを欲する。

われわれはエカテリーナ二世によって考え出されたロシアのプルジョワジーたる町人階級の窪止を欲

する。技ちは tiersetat (第三措毅〉どころか龍の農民とi司乙農民であって，ただ土地を持っていない
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だけで怠る。彼らには土地が与えられるべきである。

われわれは無駄な大軍を保持するための支出の削減を欲する。このためにわれわれは一意もの予算を

支出し，またほぼそれと同じ額を兵役義務の形で出している。 25年もの長期にわたって兵役を勤めた

兵士たちは，戻っても再び農業に従事することができない。

われわれはすべての軍隊，近衛の将校が，皇帯の気まぐれのためではなく犀民の護賓のために任命さ

れたのだということを理解することを欲する。今日までロシアの軍隊がはたしてきた役割は誉めたもの

ではなかった。彼らはポーラシド人やハシガリ一人を斬り殺し，また自国の人民を量り，ロシア皇帝の

あらゆる悪業に参加してきたのである。兵士には自分のしていることがわからなかったかも知れない

が，将校たる諸君は学問もあり，知らないではすまされない。現在でも半分の解放に不満な武器なき農

民に銃が向けられている。これは軍隊にとって串ずべきことである。いまやツアーリにつかえることを

やめ，祖国につかえることを思い起すべきである。抑圧された人民が立ちあがった時には，軍援は権力

の玩具とならず，人民の長uにつくことを忘れてはならない。もし諸君が自国民に銃を舟ける破呂になっ

たら，一斉射撃の擦にその命令を下した者にこそ向けるべきである。人民はその一事だけで諸君を賞議

することであろう。

われわれは兵役義務の縮隈 (3年'"'-'5年)と， 強制的徴兵の廃止とを欲する。またわが留の常錆軍は

予備軍となり，各県が畏兵を持つようになることを欲する。

われわれは行政のあらゆる面にわたっての支出の部減を要求する。また国有財産省とか，宮内省とか，

皇室御領庁とか，人民にとって有害な役所の麗止を欲する。人民にはそれぞれ長老や長があり，健全な

分尉が島るのであって，政蔚はこれを信用してよい。

われわれはまたツアーリ一家のための支出の削減を欲する。何故に宮廷だけに年に 5千万もの金が費

、治されなければならないのか。農奴越は終ったのであるから，それとともに奴隷制度L 地主の昔から

のやり方も廃さるべきである。

われわれは致治犯の拘禁室からの釈放と，流JfI]からの復a掃を欲するすべての政、治的亡命者の帰国をも

欲する。

最後にわれわれは，基本的ま律の完全な改正を欲する。たとえば.r全ロシアの皇者は無制限の専制

君主である。その至高の大権に対しては，神ご岳身が命じられた如く，恐怖からではなく良心から隷従

すべきで島る。j というような，神と良心tこ対する誹議は廃されなければならない。

しからばわれわれはいったい誰にこの縞領を示すべきであろうか? はたして誰がこれらの実現に向

って立ちあがるであろうか?

それはロシアの幸せをねがうすべての人びとに対してであり，とくに若い世代に対してである。むな

しい会話や，政府に対するかげ口や自由主義者ぶる態度誌もうやめにすべきである。いまや行動の時が

来たのだ。一瞬たりとも無数tこすることはできなし、

われわれが何を欲しており. "、かにしたらそれらを達成できるかを，もっとしばしば兵土に会って説

明するのだ。人民に対して，権力のなせるすべての不法と堕落ぶりを示すのだ。もし諸君の一人一人が

たとえ十人だけでも説得したら，われわれの事業は一年にして法るかに前進するであろう。しかしそれ

だけでは足りない。思想を司じくする人びとでサークノレを作札熱心な信奉者とサークノレの数を増や

し，能力あり弱ごとにもそなえている指導者をさがし，もし~、要とあらば祖国の救済のために名誉ある

死をも甘受するべきであろう!

以上見るごとく，この『若き世代へ』の呼びかけは，農奴解放令公布以後のロシアの現

状を批判し，具体的に行政，政治面での袈本的改革を要求しながら，地方では政蔚に期待

を抱くことは幻想であるとして，とくに個人的利害を離れて人民のために献身しうる若者

に対し人民との結びつきと，組織としてのサークルの形成を訴えているのである。いま

まで見てきた『大ロシア人』や『回答』や『呂容への回答』と比較するとき，この F若き

世代』の方が敵と味方とを峻別した上で、敵への憎悪が一段とはげしく. r雑草 を抜 きと る
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のに何のあわれみがし、るだろうかJ. というように， 必要とあれば暴力をも拒否せずとい

った考えが前面に出されている。その意味からいっても，また若者への期待といった点で、

も，これはつぎの『青年ロシア』に一歩近づいているのを惑じさせるが，全体としてみる

とき，子大ロシア人』と F青年ロシアJとをつなぐ一つの仲介の役割を果しているように

も思われるの

しかしロシアの社会思想の流れの観点から見るならば，この文書に色こくあらわれてい

る特設は，ゲルツェンにはじまる「ロシア的社会主義」または「共同体社会主義」の主張

であろう則。ゲノレツェンと同様 F若き世代へJもまた. ロシアとヨーロッパは歴史的にも

社会的にも発達の京理が異なるのであって， ロシアは璽史に新しい原理をもたらすように

との使命を持っているのであるが，その基礎となるのが農村共同体であり，それを人員に

観きかけて実現へ諮み出させるようにするのが，革命的若者の役割だと主張するのであ

る。この点で『若き註代へJは， 1"遅れの有利」という，あのチャアダーエフにはじまり、

ゲノレツェンにおいて発展させられた思想紛を端的に述べてもいる。そしてロシアの人民主

義の思想の流れの一つの中心をなしているのがこの考えであり，その意味からもこの文章

は重要である O しかしそれだけではない。ウ、ェントク-!Jがし、みじくも指摘しているよう

に，このアピー/レのオリジナリティーは，何よりも文章全体の調子やパ、かなる代舗を払っ

ても勝利をかちとるとの確信にあったといってよく，その点でも「この作品は〈撤文の時

代》のもっとも重要なものであり. 1861年の革命的人民主義のもっとも典型的な資料J65)

と呼ぶに錯するものとなっている。

この『若き世代へJとほぼ同じ時期にオガリョーブは論文 F人民には何が必要か-lj]を

書き F鐘Jの第 102号 (1861年 7月 1B付)に発表しているが， そこにおいてもこのア

ピールに示されたような人民主義の基礎となるべき患想が述べられている6830 しかし『若

き世代へ3の方がオガリョーフの論文よちも，人民と軍隊への働きか汁や.サークノレの形

成，指導者の選択等，より具体的な提案をなしているといってよいであろう67hそして先

に指摘した暴力をも辞さないという態度と.この具体的な綱領が、このアピールを同時代

の能のものと~5JIJ させてもいるのである。

ところでシェルグノーフは 1861年の春に F若き世代へ」とともに. !lロシアの兵士に彼

らの幸福を願うものより挨拶を送るJと題するもう一つの撤文を書いたが，これは印刷さ

れず、に終った。そしてこれをもっと短かくまとめて F兵士に』と題L. 手掛りで小部数印

崩した上で，ベテノレブルグ守嬬隊の中に撒いたが.その後也の都市にも手書きのコピーが

63) いままで 5聞出た PCPの中で，この『若き世代へ』をとりあげた論文が一つもないという事実は

このことと無関係で、はないように思われる。

64)拙稿「ベー・ヤー・チャアダーェフ F哲学書簡Jl-翻訳及び解説-JIf'スラヴ研究JlNo. 9， 84頁参

照。

65) Venturi，。ρ.cit.， p. 247， 249. 
66)ノレドニツキーはこのオガリョーフの論文作製の上で，シヱルグノーフとミハーイロフの二人が彰響

を与えたというチェルユャークの主張に対 L， ミハーイロフの方はともかくとしてシェルグノーフ

に関してはこの点問題があると，遠意がちに批判している。 CM.JJ Y，ll.HHIl.KI説 Y，ca3.co吃.. CTp. 

246. 
67)江HHKOB，YKa3. co't.， CTp. 185. 
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あらわれたといわれる的。これもまたその内容においてオガリョーフが 1861年の夏にオ

ーブソレチェフの協力をえて書いた撤文『軍隊は何をなすべきか'?JI (1861年 11月813付

『鐘』の第 111号に掲載)に近いものであって， この点でもベテノレブノレグのシェノレグノ

フとロンドンのオガリョーフの見解の近似を示すものである紛。

〔資料 VII) <:兵士たちに)70) (全訳)

「ながし、年足にわたってロシアの軍隊，ロシアの兵土はひたすらツアーリへのみ奉仕してきたのであ

り，自らの祖語への奉註はしてこなかった。彼らはツアージの命令によって祖国に対する抑圧すら行な

ってきたので、ある。ツアージはその気まぐれから農民の犠牲において大軍を保持しており，その半分は

完全に不必要なものである。しかもこり軍隊が農村の百姓の所に宿営し，そうでなくても生活の苦しい

吾姓は，こうして自分たちの上官によって破産させられているのである。これが抑圧でなくして何であ

ろうか? ツアーリは自らの百姓に真の自由を与えず，それによって騒擾の起きるのを余畿なくさせ，ま

ったく罪なき委しい百姓を鎮圧するために兵を送り，しかして兵士はツアーリむ命令によって人民を銃

撃し，圧迫している。この事実が抑圧でなくしていったい何なのか，どうか言ってもらいたL、ものだf

はたして兵士たちの間に，このことを理解し，能の戦友たちに説明する者がいるかどうか，できたら私

は知りたいと忠弘兵土たちが勤務についた持なした室誓が，自らの樟留と自らのロシアの人民に奉仕

する義務を負わせるものであって，ツアーリの不正な犯罪的命令を実行するためではないということ，

かかる命令を実行することは，何であれ，犯罪そのものとまったく同じであるということを彼らに説明

した者がはたしてあったで、あろうか? 兵土には誰一人として，たとえば自分からすすんで、人殺しをし

ようとする者はし、ないのである。後らのすべてがこのような犯罪に嫌悪を感じている。それなのに彼ら

は上官の命令によって，これよりも悪い犯罪を行なっている。たとえば人民の抑圧であるが，その結果

はしばしば餓死，自殺，強盗，殺人，淫蓄し，そして多くの犯罪につながる大酒などを生んでいるのであ

る。すべてこれらの不幸，すべてこれらの罪悪は，ツアーリと彼が実行するようにしむけた命令にある

が，兵土たちもツアーリに多くの奉仕をしてきたからには，部分的には人民の不幸に対して罪があるこ

とになる。できればツアーリの犯罪的命令は実行せぬ方がよい。神ご自身も良心に反する命令には従わ

ぬ方がよいと教えていられる。はたして長心は，ベズドナにおけるように，武器も持たぬ罪なき人びと

を殺害することが罪ぶかし、ことであると，またつらい軍鼓暮しから逃亡した罪なき戦友を捧でなぐるの

が罪ぶかいことで怠ると語ってはいないだろうか?

兵士たちはツアーリを愛していると言われている/ しかし荷のために兵土は設を愛するのだろう

か?まさかツアーリが諸君を家族から取りあげて 25年もの間勤務するように命じ，その爵屑を食わさ

れ，上官にe清け容赦なくなくやられ，人民の希望からではなくツアーリの気まぐれから起こした戦争で時

には傷も負うために，彼を愛するのではあるまい。ツアーリの方はそれに対して兵士に札を言うことも

なく，一切れわパンも与えず，あわれな兵士はセパストーポリの戦士のように乞食をして歩くのである。

こむような勤務に 25年も骨を折k その上勤務年課が終ったあとも彼らは苦しんでいるのだ。つらい

暮しから逃亡した兵土は捕えられて答の列の関を駆り立てられる。いや，もし兵士がこのことをすべて

理解していたら，ツアーりを愛することも，彼の卑劣な命令を実行したりすることもないであろう。人

民がそのつらい運命を楽にしようと立ちあがったときに，兵士たちが発砲したりはせず，自分の暮しを

改善するためにも，人民を援鴎すべく人誌に却わることであろう。しかしどのようにしたら生活が改善

できるか兵士に説明し，何をすることができるかを示さなければならない。

何がなしうるかといえば，勤務年限をせいぜい三年から五年にし，その期間は自分の家族を援助する

ために仕送ちもできるだけの十分な絵与をえられるようにすることだ。兵士が残忍なまで、に打たれるこ

ともなくさせられるだろう。兵土が家族から遠く離れて暮したりはせずに，家の近くに住んで勤務後も

68) BOCnO.MUHaHUn， T. 1， crp. 488. 
69) CM. pnpc， T. 1， crp. 214. 
70)テキストは BOCnO.MUHaflUn，T. 1， crp. 350-351および pnpc，T. 1， crp. 213-214.による。
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家族の手助けをするように変えることもできょう。一言でいうなら，兵士の生活がよくなワ，誰もが喜

んで、兵役につくようにすることもできるであろう。

すべての兵士がこのことを知り，さらに理解し，また必ず自分とともに他の人びとをも助け，そして

自分自身はそのあとで幸揺になるよう tこするならば，抱の者は彼らに感謝することであろう。」

一読してあきらかなように， この撤文は兵 i二が皇子苦にではなく.祖国と人民にこそ奉仕

することを呼びかけたものである。おそらく当時の兵士の教育からいっても，直接彼らに

読ませるというより，兵との中の読み書きのできるものや，とくに将校に読ませて，その

とで-之盲の多かった兵 Hこ説明してやることを考えていたので‘あろう O 内容は具体的で，

軍服を着た農民である兵士に.彼らのおかれている苦しい立場をよく理解した上で，同胞

たる農民への共感と，蜂記の際の上官の命令への抵抗および人民の側への参加を訴えてい

るn これがつい先頃開いたあのベズドナの反乱の軍隊による鎮圧を一つの契機として書治、

れたことは，内容からも執筆時期からいっても疑いえなL、ろこの時の軍隊の行動からみ

て.兵一上を味方にひきいれることなしには何ひとつ人民は要求を達せられないと実感した

こと， さらにひろく農民と兵 J:の中に存在していた「父なるツアーリ! (uapb・6aT沼田Ka)

への幻想をきます必要もシヱノレグノーフのアピール執筆の動機にあったと思われるの

1825年のデカブリストの反乱は. 出方結社のセ/レゲイ・ムラヴィヨーフーアポストんが

ベストツージエプ・リ斗ーミンの協力をえて書いたt'IE教教理問容書Jl7!)以外，兵士に対し

て白:縫うったえるものは何ひとつ生まなかったといってよ L、が， それから 36年たって，

このような兵 f:へのアピールがつぎつぎに生まれるようになったのであるの

III 1861年款の学生運動

ヴェントヅーリはその著『ロシアの人民主義」の中で!一学生運動j に一章をさき. とく

に 1861年秋の大学問争を詳細に扱っているが， アレクサンドル・セルノ.ソロヴィエーヴ

fチ.ニコライ・ウーチン. ピョートノレ・トカチョーフといったその後の革命運動の代表

的人物が，いずれもこの時の関争の中から生まれ育ったことを考えるならば，それも理由

のないことではないれ

一般に親説ではアレクサンドル二肢の「大改革」の中に 1863-64年の A 連の教育改革を

ふくめて取りあげ，とくに前のニコライ一位の時代ゃあとのアレクサンドル三世の時代に

比して， アレクサントドド守ソ‘/ルレ二1苦吐の詩代の教育政策は「自由主義的で

なされているが'そのような中にあって 1861年秋の学生運動はどのような背景と性格を

持っていたかが，まず問題にされな;すればならないっ

アレクサンドル二世治下の大学に対する諸々のf出張は， ，土ゃくも 1858-59年にあらわれ

てくるが，まずそれは大学への入学制認の形をとり，ついで学生に対する監視がふたたび

警察の手に委ねられること志￥ら姶った73L さらに 1861年の 5月には， たびたび関かれて

71) 1136paflflble co勾uaAbflO・nOAUmU'leCKUeu ttU.llOcottcKue npou38edefluH deKa6pucmo8， T. 
II， M.， 1951， CTp. 191-193. 

72) Cf. H. Seton.Watson， The Russian EmPire 1801-1917， Oxford， 1967， p. 357. 
73) Venturi， 0)う.cit.， p. 225. 
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いた学生 集会(スホ一円7めや公開講座がつぎつぎと禁止され，さらに授業科の支払いを

きびしく定め，貧しい学生を大学から閉め出すような処置がとられるに至った75Lとくに

この年6月には文相がコヴァレーフスキーから悪名高いプチャーチン提督に代り，ニコラ

イ時代にも似た一連のきびヒい規則が定められ，一切の集会が禁止されたのみか.それま

で 2年の同一学年留年が認められていたのが，試験に合格せぬ学生はただちに除籍される

ことになり，さらにそれまで学生間で自主的に行なっていた学生金庫や図書室の運営も大

学当局の管理にかえられるにいたった7830

これら一連の新規定は夏休み中の 7月 21日に出たが， 夏休みがあげて 9月に入ると，

ベテルプルグ大学の学生間にこの新しい規則に対する反対が一斉に起り，大学の講堂や教

室に抗議の壁新開もはられるようになった。

以下にみる資料は 9月 20日に同大学の講義室にはってあったものであり， 筆者法多分

当時この大学の人文学部学生で，のちに「土地と自由j の中央委員となり，さらに第一イ

ンターナショナルでも活躍したニコライ・ウーチンであろうと推部されている 77)。

〔賓料 VIIIJ 大学において施行された新規定iこ対し学生に抵拡を呼びかけた撤文問 〈全 訳〉

「われわれの時代はツアーリの鉄の時代である。

銃剣!とわけのわからぬ法の時代である。

数限りなく生まれ出ずるは人関に非す守してーー

やくざで，けちなできそこないばかり。

(出寂されざる詩より〉

政府はわれわれに対して決闘を挑んできた。いまやわれわれのうち，はたして何人がこの挑戦に応ず

るか見てみよう。言葉の上では訳出いる。どこを向いても過激派ばかりだ。彼らに代ってわれわれが過

激になる必要もないくらいである。

学生たちは騒いでし、る，学生たちは勝手気ままに振舞っている一ーと祖国の白髪のお偉がた〈正重な

お停がた)は小言をいっていた。と，突加として公衆の自の前に法令があらわれた。大学には金を払う

ものだけを入れよ。(もっとはっきり言えば，大衆を無教膏によって窒患させよ。)あらゆる集会〈スホ

ードカ)を禁止せよ。 Eということは即ち.dividere et Imperare (分割して支配せよ〉ということか。

そしてどのように支配するか(imperare)は， われわれはあとになって気づくことになろうJ これこ

そ吾下のところ，憂しさの二つの晃本ともいうべきものだ…

これでも足りないというのか? 勿論そうだ。まだほんの始りでしかない。それではいったし、どうす

ればよいというのか? 何もできない。黙っているだけだ。黙れノ 黙れf 黙れf

ロシアの人民は昔から辛棒することにかけては抜きん出ていた。タター/レにやられたが，われわれは

黙っていた。ツアーリにやられてもわれわれは黙って頭を下げた。いまではドイツ人がわれわれをやっ

つける一一われわれは沈黙し，そして彼らを尊敬する。進歩か・…u まったくいったし、何のためにわれわ

れは好んで騒ぎを起すのか? われわれは実に大まかな性質で，苦手ったまぎれに汚い政治的スキャ γ ダ

74) rスホードJは元来ミーノレにおける農民集会を意味する伝統的な言葉であるが， アレクサンドノレ二

世即位当初より学生詣でこの語のもとに集会が開かれることが多くなった。 Cf.Venturi，。ρ.cit.， 

p.222. 
75) Ir鐘』は 1861年 12Jj 1日付の第 114号から 1862年 6月 22Bの第 137号まで 13章にわたる長文の

fアレクサンドル二世時代。学生弾圧史資料』を掲載している。

76) KO.llOICO.ll， CTp. 992. 
77) PflPC， T. 1， CTp. 92. 
78)テキストは PflPC，T. 1， CTp. 90-91による。
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ノレを起しかねえEい。むなしい栄光 (gloire)という言葉が馬鹿ものどもを献身的行為に駆り立てるの立，

どこか遠い酉ヨーロッパにおいてだけのことだ。

今やわれわれには向もかもが完全に禁止されている。おとなしく腰掛けに坐って，ひ、くびくしながら

検閲された講義を器き小学校と同じように行儀をよくし，理窟を言うなと要求される。よいか，諸君，

理窟は三うなよ，ハツハツハヅハツ.ノ

しかし，諸君，もしひょっとしてわれわれもまた人間であり，考えるための頭があり，密告するため

ではなく思っているところを語るための吉を持ち， 目やヰや，その他上品な，あるい辻下品な肉体の各

認を持ち，政治的愛頴を惑ずるための完全な五官を構えていると思いついたとしたらどうだろう? わ

れわれ自身もし突如としてこれらすべてのことに気がついたらどうだろう? そうなったらどうなると

諸君は思うか? そうだ，持ひとつ起りはしない。エピグラブを見てみたまえ，どういうことになる

か，諸君にもすべてわかることだろう。

いまやあらゆる材料は，われわれの言葉が裏切られていることを示してし、る。われわれは一つの軍団

である。伺l故ならわれわれには常識や陛論や文学や教授たちゃ西欧の自由思想、を奉ずる無数のクツレーフ

が味方をしてくれているからである。すべての良き人びと，島らゆる進歩的な人たちがわれわれの味方

をしてくれている。われわれ立多人数である。スパイよりも数が多いっわれわれの人数が多いというこ

とを示しさえすればよいのだ。

いまや，いったし、誰がわれわれに反対しているのか? 五，六人の寡頭政治家ども吾、鈍なもの，卑

劣なもの，盗んでいる奴ら，悪い影響を及ぼしている奴ら，主人になりたし、と思っている奴隷たちであ

るの彼らはわれわれを小さな子供ででもあるかのようにおどかし，自分たちの仲間で、ある野獣tこもっと

似るように今のところ毛皮の外去を裏返しにしているだけなのだ。しかし彼らを恐れる必要はない。わ

れわれが彼らを恐れてはいないということを示しさえすればよいのだ。ついでわれわれに反対するもの

として，幾千かの銃剣!がある。しかしあえてわれわれに向けられるようなことはないであろう。以上で

すべてだ……何の恐ろしいことがあろうか? されば恐れを抱かぬものは一団に団結し，なるようにま

かせればよL、。悪いことは起るまいっわれわれはそれに反対だ。肝心なことは仲違いをせず，強力な手

段にも尻込みしなし、ことであるつこれだけは頭に入れておくがよい。われわれを銃撃するようなことは

あえてしないだろうっ大学からベテルプノレグの町に一斉蜂起が始まることになるからだ。実にいまでも

われわれの後見人たちは頭を振りながら《首都は騒然としている》とたえずくりかえしているではない

カ当。

われわれは自国民に対してはポーランド人ほど期待をかけてい主い。彼らにはわれわれ以上の高潔な

自己議牲がある。後ら立敢然とf司自か自分たちの自由の獲得を企て，恐れることなく拷問や鉱山にのぞ

み，思想のためには苦しむことができたのだ。従って，ともに共通の事業を行ない，われわれと力を分

ちあおうというわれわれの兄弟としてのアピールは，もっぱら彼らに向けられている。力f 方〆力f

思し、起したまえ，われわれが若いということ， Lかして若し、時には人間は往々にして高諜で自己犠牲に

富んでいるということを。

もう一度くりかえして言うが，たとえ大学全体が抹香くさい大医の僧房になるような絞自になって

も，釘も恐れることはないのだ。よく考えてみたまえf しかし君たちがエピグラフを想い起させるよ

うなことはしないでくれ。J

はたしてこの文章がニコライ・ウーチンの手になるものかどうかを，われわれは判断す

る材料を持たぬが，貧しい学生の閉め出しゃ.あらゆる集会の禁止といった kからの処置

に対し苛立ちと怒りを感ぜざるをえなかった学生の気持がここによくあらわれている。

表現はともすれば稚拙で、あり，論理的なものではないが，それだけにこのピラは彼らの不

満をよくあらわ Lている門

最後にポーランド人の方に多くの期待をかけるとの表現が見られるが，これは当時キー

エフやベテルブノレグやモスクワの大学に学んでいたポーランド人大学生が， ワノレシャワに
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おけるデモの犠牲者に追悼の集会を開いたり，告開設の着用規定の廃止を利用して民族衣裳

を着てはポーランド語だけで話すことによって，ことごとにロシア政府に抵抗を示してい

たことめと関係がある。

ところで大学側は文部大臣の指令のもとに，学生の数を確定し後らから授業料を徴集す

るためと，学生に対する諸規則を定めるための七人の教授からなる委員会を評議会の下に

新たに設けた。そこでこの委員会はまず学生集会について， 1) 全学集会は認めないが一

部の小規模のものは認めてもよ L、。 2) 学生金庫， 学生図書室， および文集編集のための

学生委員選挙は従龍通り認めるが，デ、モやただ!駄弁をろうするための集会は認めない。

3) 集会はすべて教授の指導と監督下に行なわれなければならない，と定めた。さらに学生

の{言頼をうるために，不利益処分を受けた学生のための大学法廷を設量しそこに被告た

る学生と彼の証言を裏討ける二人の学生の喚問の制度も考えた。この誌か同委員会は，一

人一人の学生に新しい規則を印離した規期書〈マトリクール〉を配布することも提案した

が，これを受けとるか否定、が後に学生の間で大問題となったのは以下の資料が示す通つで

ある。評議会はこれらの委員会案を承認しそれを学区監督官につたえたが，設業科の徴

集と貧富学生の閉め出しについては，評議員の多くが反対したためもあって，採決決定に

はいたらなかったといわれるの

これに対し，新しくベテノレブ/レグ学区監督官に就任した陸軍中将フィリップソンは，み

ずから評議会に出席して，文部大臣は委員会案を若干変更した上で認めたと告げた。しか

るに 9月2日付の公文書においては，学生監督に関する学長の義務については後に大里よ

りじきじき指示があろうと述べ，さらに大学構内に入れるものは，授業料を払った上，副

学長より聴講券を受取った学生に限ると付け加えたので‘あるの

これらの決定はし、ずれも学生には公示されず，いくつかの新聞に発表されただけであっ

たが， 9 B 18日に新学年が始まるや，学生は一斉に騒ぎ出しいたるところに撮文がはら

れ，集会やデモが行われた。学生に対する居在証嬰書の交討はこのような騒ぎを大きくさ

せ. 9月22日に評議会誌全員一致で証明書の廃止を穎L、出たが認められなかった。最後の

大集会が9月23日の土曜日に開かれたが，この日以後は授業もまったく行なわれなくなっ

てしまった。翌 24日に文相プチャーチンは大臣就任後はじめて教授たちに会い， この公

式会見の席において，文部当局は教授の昇給について配意していること，教授たちは学生

に授業料を納めるよう説得して，騒ぎをしずめてもらいたし、とくりかえした。

翌 25日には朝から授業が中断したことに抗議する学生の鍔頭デモが， ネフスキ一通り

からコロコノレ通りへかけて行なわれたが，このように大規摸な街頭デモはかつて見られた

ことがなかった。学生たちは学区監督官のフィリップソンの家にもデモをかけたといわれ

るが問，彼はこの日の夕方評議会を主宰し，授業再開の際に規則書を交付するが，とくに

79) T. f. CHbITKO，“CmyaeH.lleCKOe a8U:JICeH.Ue 8 pyCCKUX yH.U8epCUmemax 8 H.alla./le 60-x 

ZOO06 U 60CCmaH.ue 1863 z." BoccmaH.Ue 1三63zoaa U pyCCKO・nO.llbCKUepe60.ll/OlJ，UOH.H.ble 

C6fl3U 6ι-X ZOO08， no瓦 pe)l..B.且.KOpOJIlOKa H 11. C. MHJIぉepa，M.， 1960， CTp.鉛7.

80) J1cmopufl JIeH.UHZpaδCKOZO yHu6epcumema，刀.， 1969. CTP・7.
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1;:L、学生たちから等敬されている教授たちがこの規則書に権威を持たせるため，三五:imごと

の交付に立会ってもらいたいと述べたのしかし評議会はこれが遥当な手段か否かを妹決に

かげ， 15対 14で否決したため，ブィリップソンはさらに之去による凶答を要ぶした円これ

に汁し評議会は， 1) 大学紛争究明のための委民会を選挙により学内にぷ置すること π2)

貧凶学生のための授業料の軽減措置を逆i二提案したれブ/リ y プソンは:涜存一のJ捉足，支aじ同11:

たが'第二の提案については，理由も示さずにこれを却下したち1L

10 Jj 9 EIになると大学当可は「規WJ長 lを受取った学生だげに授業が再開されると合

げたが，約 600人の学生がこれを認めため(しカ込し 10月 1211 (二授業が再liriされたときに

は， f規則集」を受取った学生もわざと入社につくように校!Iすのところにこれをほうり投

~ -f .約 100人が警守によって逮f1ちされた(すぐに 400人ほどの学生が新たに集まり.竺'，'¥，

を取り IIljんで逮捕学生の位致を妨害したが.今度は軍!;哀し出動してきた(学生たちは持っ

ていたステッキや棒で。警'立や軍隊の馬に殴りこみをかけたが.反対に銃の床足でさんざ

んに打ち!ljJカミれる破甘になったれ結局この 12日一日だけで約 300人の学生が逮捕され，

大部分はベトロバヴロブスク要塞監獄に収得されたが，あまりにも人数が多カミったにめー

その一部はクロンシュタヅトの要望にも入れられた紛れ

これらの逮捕された学生に対する処分としては，エフゲーニィ・ミハエリソンら 7人為的

の学生は監視っきで北部諸県へ追放され，ニコライ・ウーチンら犯人の 4年生が校校と

なったれ 2，3年生に対 Lては「境問書J を受取るカJ己主を去るか， いずれかをえらばせ

たが雫その対象となる学生は 191人もいたn このとき「提出去 を受取った学生に丸JLて

も iきびしい戒告」が与えらJl.今後給手iこ加わったときはただちにベテルプノレグから追

抜されるとの条件がつけられた( また逮J惑はきれなかったが一境問主:を受取らなかった

学生に対しても処分が行なわれた円 10n 27 11のベテルブノレク総督の報告によれば.村山37

6H3人が足・停学させられたが，そのうち 178人が拘詔r!l，57人が追仇 1凶00人が自 i主--)退巳，下

79人が父兄の処言言詰7可iを受受，(げt，165人が行方不明となっている同(

さらにこの紛争の結た f6J人かの教授も辞任することになっ i三が，その IjTiこはむ名な市

史家のカヴ、ェーリンやプィピンもいた開門大学I~'li1'1 ¥土結局 1H63年 4月七で一年、r-にわた

って続;十らjしこの山に子:生による公開講埋も企IfhjさJL.約 20人の教 '(fがこれにft成 L

たといわれるゥこの公開講座は 1ヵ月行なわれ，チェルヌ f シェフスキーやラ，;/ロープを

81) KO.ilOKO/l， CTp. 993-995. (1862年 1月 15日付第 119-120万一合併リー) レムケによ.tLばこの資料の1'1
.x-は不砂jであるが， L捧uの原稿はニコライ・セルノーソログイエーヴィチによって J;き写されたも

のであるという。 CM.JIeMKe， O'fepKU oC8060dume.ilbH.020 d8U万ceH.Ufl “UlecmuδeCflmblX

20δ08，" Cn6.， 1908， CTp. 468. 
82) P万PC，T. 1， CTp. 102.しかしヴェントゥーりによれば 300人とされる Cf.Venturi， 0ρ. cit.， p. 

228. 
8:~) 段みに農奴解故前夜のロシアの ，tti大学Ijl， ぷ大のモスクワ大学ですら'子生数は 1，653人iこすぎず，

つぎがキーェフ大学の1，062人で， それ以外はいずれも 1，000人以下であったo Hcmopufl 

MOCK08CK020 yH.U8epCUmema， T. 1， M.， 1965， CTp. 250. 

84) CHhITKO， YKa3. cmambfl， CTp. 237. ヴェントヮーリ i工5人と Lているが (p.228)， これは誤り
であろう O スヌィトコは 7人の氏名をあげている G

85) CHhlTKO， Ylca3， cmambfl， CTp. 237-238. 
86) H. Seton-Watson，。ρ.cit.， p. 358. 
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招く計画もあったが，これは当局に認められず実現せずに終った。このときの講師の一人

に， 2年ほど前に学生におしまれながらキーエフ大学からベテルフソレグに移った歴史学教

授のプラトン・バーヴロフもいたが，彼は 1862年 3月2Bに催された「貧困文学者およ

び学者数援会j で、の講演がたたって逮接され，その後流罪jに処せられた向。

以下に訳出する資料は，この 10月 12EJ に逮捕された学生の一人，アンドレィ・ファト

ゥーロフスキーの書いたものであり，逮捕の際彼の書類の中にあったのを警察が押収した

ものである。

〔資料 IX] ペテ)(..プルゲ大学生 A・7ァトゥ -[]7スキーの撤文88) (全訳)

[諸君，君たちの行なった卑劣な行為から， われわれはやむなく君たちに呼びかける。われわれは君

たちの多くが軽率に，よく考えもせすーに行動したので、あって，われわれの言葉が諸君をわれわれの方へ

導くことを希望している。諸君は農期書を受耳元らないと約束したのに，この約束を破ったのだ。諸君は

諸君の支持を完全に信じてこれらの規則に反対して立ちあがった呂下拘留されている学友たちに，より

ー屠きびしい罰を受けさせるようにしたのだ。諸君は騒ぎが好きで騒ぎを起しながら威嚇に島うとおと

なしくなる喧嘩好きの子供と，何ら変らないことを示したのだ。諸君は勝ったかも知れない戦いを失っ

てしまったのだ。たとえわれわれが勝たなかったとしても，奴隷の規則に服従する方がはたしてよいと

いうのだろうか? これらの規則は諸君が吾分たちの意見や要求を表現したり，自分たちの問題を判断

することを禁じているものだ。まさか諸君はこのような規出書を受京るよりも，学友を裏切り，彼らが

煽動者によって政府に引き渡される方がよいと思っているわけではあるまい。そして諸君はすでにこう

いったことを，虚偽の結論から行なったので、ある。そうだ，虚協の結論だっなぜなら，たとえ大学に残

ったとしても諸君は何の利益も得られないからだ。政府によって教育が圧追されているときには，諸君

は大学のタトの方が自分自身をよりよく教育できるかも知れないからだ。それとも諸君はロシアの大学の

官療的特権に心を若、かれたのか? 自由よりも物責的利益をよしとするのは，いやしい奴隷根性だ。譲

歩することによって諸君は社会の寵蔑を受けたのだ。軍事力によって支えられている。政府はあまねく

人民の憎悪をかっている。政府はまもなく崩壊するにちがし、ないが，このような譲歩によって諸君はそ

の崩壊を遅くしているのだ。若い世代が臆病にも専能的手段に屈し，自分たちの罰志を裏切るならば，

人民はいったい誰の力に期待をかけることができるのだろうか? 藷君，遅くならないうちに悔悟した

まえ。受取った規則書を抹殺したまえ。大学の外にとどまっている学友のところに戻るのだ。そしてど

んなことが怠っても，自由への愛は失うな。大学の自由だけでなく，人民の自由も守るのだ。人民の自

由がなければ，大学の中にも自由はない。たとえ自告を説くことによって追放されたり投獄されたりし

ても，それによって諸君は両国人の感謝と民情とを得ることだろう J

ロシアの人民主義運動は，きわめて論理的色彩が強いといわれるが，その点はこの撤文

にもよくあらわれている。「規則書J を受取った学生にも必ずや心の中にやましさがあっ

たに違いないことを確信して，学友への裏切ち，特権への執着，社会からの軽蔑を指摘す

ることによって，彼らの良心に訴えているであるのそしてその根底には「人民の自由なく

して大学の自由もありえない」との信念があったので、ある η

ゲルツェンはこのベテノレブ、/レグ大学の学生運動と大学閉鎖とを開いて， !J鐘』の第 110号

に『巨人は目覚めつつある/~というパセティックな一文を書いたが問， r人民の中へ/J

の呼びかけがまさにこの大学運動の中から生まれた事実は重視しなければならないの

87) JIeMKe， 0切 'PKU...crp. 9-13.および Venturi，op. cit.， p. 229. 

88) テキストは PflPC.T. 1， crp. 101-102による。

89) 拙稿「二つの論争 1J !Fスラヴ研究JlNo. 15. 60頁参照。
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ところでベテルブゾレグ大学におげる学生の運動は 9見 27日になってモスクワ大ヴ:にも

波及した。このLl法学部のド級生集会におし、て学生エブゲニー・ギジツキーがは大宇へ為

てられたベテノレブ、/レグ大学生のメッセージを読みあげ， さらUこその後このメッセージは限

史や物理・数学科の学生にもったえられたη 当時一年生だった歴史家のクリ斗チェーブス

キーはつぎのように友人に書きったえている円

「ベテルブノレグ大学が閉鎖され，騒動がw学却にも及んだとき，われわれのところでも

きわめて興奮し，激した調子の 11it 丈が読まれた門その iJ~F[・はえlUX armes citoyens(lu) とい

ったものであったe これはベテノレブ/レグカミら送られてきたものだったの誌みあげたもの

は，万雷の拍手でもって答えられた()J¥)l)

翌 9JJ 28口になって大学当昂は法学tm一，二年の授業の111止をJたどしたう他}j'子生の!日j

では， ツアーリへあてた新境問撤[rせの請願をめぐって， ラジカノレな学生と自健派のf子生の

!日jに品:'jtが起った。 tiij古ーは「極端派Jと呼ばれ， i事:階級11¥身の学生が3-く，ギジツキーらiニ

指導されていたが，後 t;-;昨今Jll1・数学科の学生ラエーブスキーをリー〆ーとする!日二権限kiZ

の 7応健派Jであった92L;極端派 ;i土新規則の完全指111]と‘学生参加による規l!日の出]';1::，学

生まU(iの維持，女 f学生の入学Ii'fIIJ¥ 入学年齢:ノ〉引上げを要求し‘「伝健派」の)j(上i手生

の要Jおニ悶し当局にWf{t，.、ItIる!学生代表の選出権と笠間学生の授業科免除とを L張した〔

10月ど1r J になると急進的/工学生I二よって. 6 {ドtIIi~二死んだグラノーアスキーの命! Iに法

までのデモがIlrlihjされ. 600人にのぼる学生がこれに参加したが，行列の先頭には花宋が

花び，道ゆく人はあるいは相子をとり，あるしは十字をきってこれを克送ったとったえら

れる均九このグラノーブスキーの墓地におL、て，ボリーソブらが 1-)ノ正政府的なきわめてj邑

激な演説;'14) を行なったが，この演I誌のさいら~l>う i二捕を乗り越えて雪説総監のクレイツ

が入ってきた(しかし学生たちは口ぐちに「ここはおまえの来るところではないぞr: ;;ラ

ノーブスキーの草地でスキャン夕、ノレを起すな門誌カぺ二.-'と IJJI-び、 (1えはそのまま立ちょ・っ

たiI37「

学生たもは大学の評議会に文~t L ‘アレクサンドル二日tあての新規別売止の議願書を取り

ついでもらうべく提出したが，評議会はこれを拒否した問。 11fl iこなると今夜ーはイワン・

ケリシーエブら三人の学生代表がモスクワ学区監督官イサコーフ将軍のところへ， 之;部大

臣あての誇願書を持っていったが，彼もその取りつぎを拒否した灼σ ここにいたって学生

の憤激は一段とたかまり，多くの学生がイサコーフ将軍のところへ品明を求めに行き、治過

なりの混乱の中に会見がりなわれた〔この会見のあとでイサコープは，モスクワ総替ツチ

90) rラ・マルセイエーズjの中の11J.r dJL己よ銃をとれJo
91) CM. CHbITKO， Y1Ca3. cmambfl， CTp. 240. 
92) HcmopuH MOC1C08C1COZO yHu8epcumema， T. 1， CTp. 250. Venturi.υρ. cit.， p. 230. 

93) KO.l101CO.ll， CTp. 936.および CTp.978. 

94) HcmopuH ，MOC1C08C1COZO y.MH8epCUmema， T. 1， CTp. 251. 
95) KO.l101CO.ll， CTp. 936. なおコジミーンによればこのグレイツは経験に富んだ註先のきく人間であっ

て，設に『青年ロシアjの害者たるザイチネーフスキーを逮捕するきっかけを作ったのも彼であ

る。 K03bMHH，H3 ucmopuu pe80 ./l幻I~UOHHOr1 .MbtC./lU 8 Poccuu， M.， 1961， CTp. 189. 
96) fepueH， XV， 435. 
97) CHblTKO， Y1Ca3. cmambH， CTp. 242. 
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コーフの汗へおもむき，大学当局の作製した的リストにのっている学生たちの逮描を要求

し， 12自の未明にそれが実行され. 20人の学生がこの時捕えられた99)0 12 8の朝に な

るとこのニュースが学生の間にったわり，校門のところで多くの集会が開かれ，そこにお

いてイサコーフのもとへ逮捕理由の説明を求めに行くことが決議されたっしかしまたして

も彼が説明を拒否したため，約 600人の学生が今度はツチコーフ総奮のところに逮捕され

た学生の釈放を要求しに出かけた。しかし学生たちは総督邸へ行く途中.はやくも調馬場

にかくれていた警官隊につけられ， 4人の代表が総督邸へ入って会見を要求している間に

広場で待っていた学生は，今度は騎馬憲兵も加わった官憲によって，さんざん痛めつけら

れる破巨になったっそれまではグラノーフスキーの墓地へのデモの持も警官の襲撃はな

く，とくにこの日は終始整然と行動していただけに，学生たちにとってこのような攻撃は

まさに晴天の震濯であった。騎馬憲兵は逃げまどう学生の髪や襟をつかんでは，かたわに

なるほど殴打した10のの学生逮捕はこの日 -8続けられ， その数は 400人にも及んだ101)。

この事件は総督邸の向いにあった「ホテノレ・ドレスデンj の名から「ドレスデンのたた

かい」と呼ばれるようになったのこのとき見物していた人びとの間には，学生たちがツア

ーリに反対して立ちあがり，総督を殺しに来たのだとか，農奴制の復活を要求しているの

だとかの障害が流れたが，これは当局側によって意図的に流されたデ‘マと推挺される。さら

に見物人の間には，これらの学生は皇帝墜下に反対して立ちあがったポーランド入学生で，

そのせいでこんなひどい呂にあっているのだと信じていた者も多かったといわれる 19230

以下の資料はこの「ドレスデンのたたかい」のもようをつたえるものであるc このほ

かにも石版刷や手書きで三つの撤文が出たが，その誌か nS61年 10月 12日モスクワ大学

生に対するツチコーフ総督の勝利をたたえる詩』といったような議事j作品もあらわれたと

いわれている 103)円

〔資料 X] <rドレステeンのたたかいJIこ関する撒文}I04) 全 言。
rlO月 12百十こ諸君は悲しいできごとの目撃者となった。町のまん中で，モスクワの長官の家の前で，

警察は武器なきものにサーベルで、転りつけたので、ある/ いやそれだけではない。彼らはもっとひどい

ことをしたのだ。後らはひろめたのだ。それ以外には考えられない。どうして民衆の寵全な頭脳がこの

ようなことを臆測しえょうか? 彼らは学生たちが珪下に反抗するものであり，一斉蜂起に立ちあがっ

たポーランド人であり，さらにもっと馬鹿げたことに誌，農奴制の復活をのぞんでいるという噂すら，民

衆の障にひろめたので、ある。われわれにとってはこのような破廉恥な作り話について述べることすら恥

ずかしいことであり，また情けないことである。われわれは大学の名においてモスクワの市民に告げる。

98) ヴェントゥーリによればペテルプノレグ大学よりもモスクワ大学の教授のjJが瞳前であったといわれ

る。 Venturi，ojう.citリ p.230.

99) Ko.l101COム CTp.978.

100) このときの構景は KO.l101CO/l， CTp. 943にくわし L、。なおこのとき逮捧された学生の一人のスミ

ルノーフは五日後につぎのように書いてレる。汀警察時報占ではわずか二人が負傷したと書いてい

るが， これはナンセンスでらる。今日か明日にでも二人が死にかかっており，逮捕された者のすべ

てが多かれ少記かれ設訂された。JCM. CHbITKO， Y1Ca3. cmambfl， CTp. 243. 

101) KO.l101CO.ll， CTp. 978. 

102) TaM >Ke. 
103) CHbITKO， Y1Ca3. cmambfl， CTp. 244. 
104)テキストは PflPC，T. 1， CTp. 108による。
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われわれはまったく平穏、な意図で総督のところへ行ったので、あり，この事件は大学にも学生にも全然関

係ないことであって，われわれの問題は純粋に内輸のことであると。われわれはそスクワの同抱たちの

健令:tc.分翌日に訴え，絞らの同靖を期待するであろう /J

この事件はロンドンのゲノレツェンのところにもいち早くったえられ，殺は『鐘三の第 11:2

号 (1861年 11月 15日付)に『第三の血』と題する一文を発表 L. Iポーランドのlfll， 11三

氏の血にベテノレブルグとモスクワのもっともすぐれた若者の血が主[1えられた〆! と ri己L

て，彼らを汀2月 14flの殉教者 iたるデカプリストになぞらえたのであった 10J)円

このとき逮捕された学生の大部分は数日後に釈放されたが，ギジツキーら三人の L謀長

はた学をj丘学させられた上遠踊諸県へ追設となり， 15人の宇生・聴議生も.;u.学の上、他の

一切の高等教育諮問]から閉め出された円さらにこの同ーのデモには七人のTil子支部jと'I'C吏ι
加わっていたが.彼らもまた免職になった上にモスクワカョら追放さ;hたといわれる 1りの〔

ベテノレブルク大学に始った学生運動はさらにカザ、ン大学にも拡大 L. rf:生は講義へのj打

席をiH訂して集会を頻繁と IlHl、た〔このため 10月 8 [1 になると'下~~監督'(1'は大学の閉 Jìl

を命ずるとともに，コサック兵をfTめた軍隊を動呉 Lて命令を実行させた円これに抗議す

るため翌 9f1学生は集会をIlf.ll、たが.こ;hらの学生は警'rTとコサソデによって蹴計らさ

A 1， r"f:[{監督rrへ抗議するためにjg;まれた学生代表は逮描された〔このがi 米大学可 f~は11-

別委民会を設け， 50人の学生をカザンカミら追放、 46人の一年作学を決めたが，この11'に

はドミートリー・カラコーゾフも合まれていた197L

キーエフ大学では民警察害長と役人が学生に殴1'1されるnf'l:が記り， そのまんヨ~ 64人の

γ~ltが;主MJ，投jよされた円とくにこの大学で 11:芝、すべきことは， ジ JユL 一コフ iづl't)~片、'r を i辻工どハめh 

子-エ/ルレニ一ゴフj述主F隊まの将校治

も一j迎宝の学学:生j淫主f勤告が:軍卓|ド隊;涼まi内付にi詑)皮2及することを恐;!1. 種々意;を汗Jl、たといわれる 1川~
この止かにも学生正動はハリコフ大学，ベテルブノレクの外科専門乍校.工芸Hjllll''?l交，

交通専[Hj'芋校カミらオデ y サのりヅヱイに主で及び， f~l! Jtlの志こそあ .[1 ，日様の経過守たと、

っfこ110)円

これらの学生運動は新し L、規則に反対することがそのきっ力、げになっているが，その背

主として民奴解投令公布直後の良民反乱ヤポーランドの騒乱があったことも一宮実である門

モ-Lて吋局側はひたすらきび Lレ弾JE策をとることにより，ちくの J手生をた'芋ヵ、ら11L
J，h/fI

すことになったが.学園を追われた学生の11'には， I 人民の '1'へ:入っていった行~)すく

なくなカ￥ったのである門

IV ~"青年ロシア」

司教支のH寺代jにあらわれた数ちくの丈 i号の'11で， もっとも典明的なものが :rwfドロシ

105) KO/lOKO/l， CTp. 933. 

1(6) CHbITKO， YKa3. cmambfl， CTp. 244. 
107) TaM )l{e. 

1(8) TaM )l{e， CTp. 244-245. 
1(9) TaM )l{e， CTp. 245. 
110) TaM )l{e， CTp. 246-248. 
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ア』であることは多くの歴史家によって認められているところである。この文書が典型的

であるというのは， そのラジカルな内容ばかりでなく， 筆者たる当時 19歳のモスクワ大

学生ピョートル・ザイチネーフスキー (1842-96) の生き方にも関係がある。

ピョートル・ザイチネーフスキーは 1842年 9月オリョール県の退役軍人の家庭に生ま

れたの 1858年に土地のギムナジウムを優等な成績で卒業すると，モスクワ大学の物理・

数学科に入学した11130

すでにギムナジウム時代から歴史に興味を持っていた彼は，はやくも西ヨーロッパの社

会主義者の著作にしたしみはじめたが，大学に入ってゲ、ルツェンの作品に接し， ¥"そのほと

んど各頁に《社会主義》と Lづ言葉に出会うや，できる限りの機会を利用して社会主義の

文献を読むようになったり112) このような過程で彼は，現状を批判しそこからの脱出口

を説く「社会主義の道理」をしだいに確信するようになるが，とくにマッツィーニと「青

年イタリア党」の運動に関心を寄せ，マッツィーニのモットーたる <<orae semprω(今

もいつでも)を ωe3，lJ.es BCer，lJ.ω(し、たるところ・いつでも)に変え，それを三歳年上の法

学部学生ベリクル・アルギロプーロと語らって自分たちの相言葉にした113h彼の撒文『青

年ロシア』がマッツィーニの「青年イタリア党」に由来するものであることも以上のこと

に関係しているο 直情径行で思ったことをあくまでもやり通すパザーロフ・タイプのザイ

チネーフスキーと，繊細で柔軟なアルギロプーロとは性格的にはまさに対照的であった

が114と この二人を中心に 15人から 20人ほどの社会主義的傾向を持った学生のサークル

が 1861年のはじめに作られた115% このサークルの主な活動分野は三つあって，一つは政

府によって禁じられている書物を石版刷にして配布すること，第二には貧困学生のための

金庫の運用であり，第三に日曜学校があげられるのこの秘密出版物の中にはゲルツェン，

オガリョーフの作品をはじめ、フォイエルパッハやプルードンやピュッヒナーの作品がふ

くまれていた116九

日曜学校は 1859年から 60年にかけてまずキーエフとベテルブソレグに生まれたが，モス

クワではすこし遅れて 60年の 6月にはじめて出来たσ しかしその後 4カ月間に 10の学校

が生まれ，生徒総数も 900に達するようになった117% これらの日曜学校の目的は単に子

供たちに読み書きと計算を教えるだけでなく，社会問題に注目するようにも意が用いられ

111) B.口.K03bMHH，“刀.F.3au'f.1{.eoclCuti U <<Mo.lZodaH POCCUH)>". H3 ucmopuu peoO.lZR刈UOHHOfi

.MbIC.lZU 6 POCCUU， M.， 1961， CTp. 134.なお歴史や社会主義に興味を抱いていた彼が，物理・数学

科へ入った理由には，あのツルゲーネフの『父と子』の主人公たるパザーロフの思想、を思わせるも

のがあるo

112) JIeMKe， flo.lZum. npOl{ecCbl， CTp. 18 (1862年 7月 29日付の証言) なお彼の部屋が捜索された

ときに見付かった書物の中に，プノレードンの『革命および教会における正義について』や，ルイ・

プランの『歴史的啓示~， ピエール・ルルーの『ユマニテ』が見出されたという。 CM. K03bMHH， 

Yκa3. cmambH， CTp. 135. 
113) JIeMKe， flo/lOm. npOl{eCcbl. CTp. 180. 
114) K03bMHH， YlCa3. cmambH， CTp. 139. 
115) TaM )Ke， CTp. 146-147. このサークルは二年前に作られた「ガザン学生支障」からイデオロギー

上の理由で分かれたものであった。 CM.TaM )Ke， CTp. 129. 
116) TaM )Ke， CTp. 147-151. 
117) TaM )Ke， CTp. 157-159. 
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たが，なかには若い工場労働者に革命的宣伝をするものもあった(とくにベテルフソレグの

場合)0 Jめこのような日曜学授の存在は，すぐに政蔚の着目するところとなり，前年の 12

月には之部大臣の通達で種々の制限がとられるようになったが，とくにモスクワで i主[モ

スクワ地区司躍学校に対する諸規定j が 61Sf. 2月に学区監督'1'¥'によってH¥されも カリキ

ュラムの~IîIJI浪のほか日曜学校の連fTを分断する政策もとらわたluh

ところで 1861年の 3月 17日に，モスクワ大学で学んでいるポーランド入学生もベテル

ブ〉レグ大学の Wlj~こならって 120) 2月 15自のワノレシャワのデモの犠牲者を持む追悼会をフラ

ンス・カトリック教会で罷した門このときはポーランド人学生以外に‘ ロシア入学生も，

ある古-は学部代表の形で‘ある者は1~ 人的に多数参加した円この追悼会の席でザイチネー

ブスキーが演託を Lたが，その内脊をこの場に[fT{t-わせたポーフヴィスネフが直後につぎ

のように友人に手紙で知らせている I21L

「……ポーランドの高潔なる殉教者の冗は忘れらるべきではなL、ちわれわれはこの葬儀

の席上.たがし、に手をさしのベー一つの目的に向って進まねばならぬ内われわれのi散はー一

つであり，われわれの旗も一つで、あるべきだへそれは社会主義の赤試になるか，プロレタ

リアートの ，r~旗になるだろう門さらゴポーランドの兄弟たちょ，互い i二子をさしのべよう

では仕いか巧そして〈ノ社会 rit主ポーランド万長./の時びこそわれわ~l の発する長悼の Illj

びに Lょう丹!12::) 

Lかしザイチネーフスキーのこの演説;二対するポーランド'学生の反応は必ずしもi度いも

のでほなかったようである内彼らにとっては f白白と強立j こそが「唯一のスローガン i

であって，円、かなる社会主義の理論j も，主た「人種的近親性] もロシア人と r-n分た

んとを討ifTできない j と思われたからであり，さらにロシアにもポーランドにも「プロレ

タリアートはι在 LなLリのに，この時期に託会主義につL、て云々すること:t!-if'l、たく

な，おそらく余計なこと jのようにも惑ぜ f)，fL t二力、らであった〔ザイチ示ーフスキーのuヂ

びかげに芸能に??えるには，いま主での筏んの「不 1ドと.期待を裏切られた-'jf'JJが.すぐ‘

に自じてはいげないということを教えてJいた点、らでもあった123)内

1861 Sf-の夏休みが近づくと. サークノしゃうメンバーの 1mに込この体 i践の利用にt~J して種

々意見がたたかわされたが.結局非{ii.t出版物の普及と人民大衆の啓蒙の綜が打ち i告さ

) 1 ，アノレギロプーロは第ーの仕事のためにモスクワにとどまったが，ザイチネーフスキー

をはじめM人かの Fij1~はよm 方へ取って行った 1~4) ，...， 5月三1日にそスクワをIHたザイチネー

118) TaM )Ke， CTp. 159-160. 
119) TaM )Ke， CTp. 162. 
120)ベテルブノレグでは 3J]lflに行なわれた。

121)この内存はザイチネーフスキーの演説に対するポーランド入学'1'-の了間答』からも正 Lいと思わ

JLる。

122) JleMKe， flo.llum. npou，eccbL， CTp. 22. 
123)ザイチネーフスキーの演説に川するこのポーランド入学生羽田容は P刀PC，T. 1， CTp. 61-63に

収められている。これを読むといまさらのように I:{士会主義とナショナりズムjの問題が，いかに

むずか Lt 、か惑ぜざるをえな L、G ?におず、イチネーフスキーはこのあとヲ.月末に〈コジミーンは二月

末としているが， これは誤りであろう) J~ リトワの状態についてJ と L 寸 J~Q英語題についての論うと

も主レている。 CM.PJlPC， T. 1， CTp. 63-69. 

124) K03bMHH， YKa3. cmambfl， CTp. 177-179. 
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フスキーは馬で〈当時はまだ鉄道がなかった〉オリョール県の両親の許へ向ったが，誌や

くも途中のポドリスクにおいて，オボレンスキー公鎮の農民にアントン・ベトローフの事

件を語り，「武器なきたたかいの愚かしさ」を指擁するとともに「共同体的土地所有の長

所」を説明した125)。

再親の詐に着いて間もなくして， f皮はベンザ¥タンボフ両県におげる農民反乱を近くで

耳にしたが，この時アノレギロプーロに対して事件をつたえた彼の手紙には，官憲の弾圧に

対する怒りと，来たるべき一斉蜂起に対する予感が興奮した調子で示されている 126h この

土地で彼は F鐘Jなどの非合法出張物を配布するとともに，農民の間に出かけて行つては，

f現在の経涜政治体制が時代に合わなくなったことJI共同体的原理の方を個人的京理より

選ぶべき必要性」について語ったりしたが，土地は農民のものであるという彼の意見はす

べての農民が賛成しかなりの人気を持した。

このようなザイチネーフスキーの活動ぶりには，首都に残ったアノレギロプーロも心配せ

ざるをえず， I宣伝することはー挟を起すことを意味しなL、J と忠告の手紙を書き送った

が.それに対し彼は大学の教授が講義をするふうで何ができるか，円、たるところ・いつで

も」がわれわれのスローガンではなかったか? と逆に閉し、ただしている 128%

しかし 3見 1713の追悼集会での演説以来， 当局の目はザイチネーフスキーの上に注が

れており，彼のアノレギロプーロあての書簡もすべて検閲されていたのであった。これらの

手紙を通してザイチネーフスキーのオリョーノレ県で、の活動も， ]皮の政治的信念も知りつく

していた当局は，ついに 7月 22f=Hこアノレギロプーロとザ、イチネーアスキーをそれぞれモス

クワとオリョーノレにおいて毘じ 13~こ逮捕し，ベテルブノレグへ護送した 129)0 25日に首都へ

着いた二人は翌呂から第三部によって取調べられたが，嫌疑の対象となったのは， (1) モ

スクワにおける非合法出版物の印刷および配布。 (2)3月 17日の追悼集会での演説。 (3)

ポドワスクでの農民に対するアジテーションの三点であったっ取調べに際してアノレギロプ

ーロのJjは，できるだけ事実を否定 L，禁書の出版も貧困学生の救済が巨的であったと主

張したが，一方ザイチネーフスキーの方は，以上述べた如き行動を悪びれることなしに供

述し，自分の確信を隠すところがなかった13830

1862年の秋に判決が確定するまでザイチネーフスキーは一年半以上の間トヴェーリ区

警察署に拘留されていたが，その11号面会はまったく自由で，あたかも彼の独房は学生クラ

ブの観を呈したの婦人の面会人の中には花や菓子やブドー酒を持参するものもあり，友人

は国外の非合法出版物や磁文まで持ち込んだといわれる 131)。ザ、イチネーフスキーはこれ

125) JIeMKe， flo.llum. npou，eccbl， CTp. 17-21 (7月 26Bの供述)。

126) K03bMHH， Y'W3. cmambH， CTp. 180. 
127) JIeMKe， flo.llum. npOI{eCCbl， CTp. 20， K03bMHH， YKa3. cmambfl， CTp. 185. 
128) TaM )Ke， CTp. 185-186.このアルギロプーロの忠告はコジミーンが考えたように農民の中における

宣伝ではなく，地主との無益な論争についてであったとクリコーフは指擁している。 10.B. KyJIH-

KOB，“BonpOCbl pe80.ll1O勾UOHHOU npOZpa.M.Mbl U maKmUKU 8 npOK.Ila.Ma勾uu<<Alo.llodafl 

POCCUfl)) (1862 r.) ，" PζP， 1962， CTp. 246-247. 
129) K03bMHH， YKa3. cmambfl， CTp. 189-194. 
130) TaM )Ke， CTp. 195-199. 
131) TaM )Ke， CTp. 2∞-201. 
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らの文書を読んで‘は， 夜の九時まで友人と討論し， さらに夜中から明方まで本を読んだ

り，執筆したりしたが， ;r青年ロシアJはまさにこの様な中に生まれ， 1862年の 5月 18日

にモスクワ市内に撒かれた132L これは誰とも知れぬ人間によって，町の通りや，家の玄関

や.大学や大学附属病院にばら撒かれたが，ベテノレブノレグでも町の通りに撤かれたり，重15

f更で記イriされたりしたといわれるのその数量は不明であるが，同時代人のったえるとこみ

や資料によればかなりの部数にのぼったらし L、133L 当局は懸命になって犯人をさがした

が，ついに最後まで発見できなかった134L まさか執筆者が警察に拘留中の人間だとは夢

にも忠わなかったからであるの

アルギロプーロの方は 1862年の 8月末に一度釈放されたあと，ふたたび、逮捕されたが，

ついに 12月 18日に判決を待たず;こ警察の病院で、没した135)。 ザ イ チ ネ ー フ ス キ ー は 元老

院によって[すべての身分上の権利を剥奪された上. 2年 8カ月の工場におげる苦役と，

lflJ期終了後永久シベリヤ居{主j ということになった。しかし 1862年 11月 1E1にツアーリ

はこの苦役を一年に縮め，翌年 1月 10fl .ザ、イチネーフスキーは二人の警官につきそわ

れ，郵便馬車でシベリアへと向ったっ彼がクラスノヤノレスクに着いたのは 4月 18Flのこと

であり，さらにここからウスチークートの工場へと移されたっ彼が故郷のオリョールへ帰

ることが詐されたのは 1874王子のことであり. 1896~.スモレンスクで没した136L しかもこ

のIHjザ、イチネーブスキーはその革命的志向を一度もすてず，オリョーノレでは彼のまわりに

ジャコパン的傾向の若者のサークノレが作られ，三度も追放になったが，最後の流部地のイノレ

クーツゲでは新聞『東方評論Ji二外交問題についての執筆も Lている円さらに彼の影響下に

?を年「人民の意志 i党やエス・エ/しや社会民I党の指導者も生まれたと言われている 137)円

〔資料 XIJ ~青年ロシア》悶全訳〉

「誰にも事長端さなどな L、。 LかL誰でもがかけがえのない現実たりうる。 すべての人のi誌に扉は開か

れているのだc もL人に語りたいことがあるならば，語らせるがよ L、。地人は彼のレうことを開くであ

ろう。確信かその人の心を7t'iLめるなら，それを責伝させるがよ L、。人間は岳然のように従 )1震ではな

く，われわれはつねに何時代の大衆を栢手に Lているのだ。大衆も自主的ではなく，またわれわれも，

絵画全鉢の背景から独立 Lてもいなければ139)， 揺立した以龍の影響ーから免れてもいないのである。

132) TaM )Ke， CTp. 201-223. 
133) TaM )Ke， CTp. 224. 
134) r青年ロシア三を配布 L た i~l，こずイチネーフスキーのもとのサークルのメンパーが入っていたこと

は十分考えられるが，はた Lて彼らが「中央本命委員会Jを形成し， それによってこの横文を配布

Lたかの如きグリコーフの主張は，史料の上からも疑問であるo CM. KyJIHKOB， YKa3. cmambH， 

crp. 246.なおコジミーンによればサークノレのメンパー中何人かは 1862年 3丹にモスクワ大学を退

学させられ，可から去っている o K03bMHH， YKa3. cmambH， CTp. 230-231. 

135) TaM )Ke， CTp. 219-220. 
136) TaM )Ke， CTp. 217-218， 221-222. JIeMKe，刀O/lum.npo勾eCCbl，CTp. 50-52. 
137) Venturi，。ρ.cit.， p. 301-302. 
138)テキストは lv1amepua/lbtd/lH ucmopuu pe80/lIOu，uOHHOZOδ8UJICeHUH 8 POCCUU 8 60-x zz. 

noδ. peo. E. Ea3U/le8CKOZO， Paris 1905， CTp. 56-63 および MHX. JIeMKe， nO/lumu切 CKue

npo勾eccbl8 POCCUU U:'60-x ZZ. U3O. 8mOpOe， M-nr.， 1923， c1下.508-518による。担し再考
に相違のあるときは吉有者iによる o liijに出寂されているにもかかわらず表記の仕方などは前者の方が

l正確だからであるG

139)引!日では He が抜けて L、るが， ここではゲルツヱンの!京女によった。
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共通の結びつきは存在する。いまや諸君には，人びとと民族の将来がだれとだれに扶拠しているか，理

解がし、ったであろう。

《一一誰に?

《一一誰にとはまたどうして?…・・・それた丘えばあなたと私に。 そうであるからには， どうして

われわれが腕をこまねいていることができましょう fωつ
A.ゲノレツェン(ロパート・オーウェン)

fロシアはその生存の革命期に入っている。あらゆる階層の生活を調べてみれば， 今日社会が二つの

部分に分かれていること，そしてそれらの利害は完全に対立し，従って再者は互いに散対しているとい

うことが諸君にはわかるであろう。

下からは人員のにぶい，ひそかな苦情が開こえてくる。人民は権力の分話にあすーかっているすべての

者によって抑正され，強奪されている。人民は自分自身の財産である土地を売りつけられることによっ

て官吏や地主に強奪され，さらに重接税，間接税を二倍以上にも引き上げられることによって，ツアー

リにも強奪されている。しかもツアーリはその得た金を国家のためではなく，宮廷の道楽を増すため

に，人数の増えた女官である情婦に与えるために，岳分の召復役をつとめる奴隷たちへの褒美に，また

人民から身を守るための軍隊に震っているのだ。

何十万という兵に依拠して，ツアーリは人民の大部分(国有地農民〉から，彼らが父や祖父から受け

ついだ土地を切り取っている。ツアーリはこれを語家の必要であるかの如くよそおっているが，同時に

あたかも貧しい強奪された農民を噺弄するかの如く， 1可千デシャチーナとしづ土地を将軍や官吏に与え

ている。その将軍というのはロシアの武器をもって，武器なき農民の群に欝利をおさめたという不朽の

名誉に包まれている輩であり，その官吏の功績というのも，せし、ぜい靖容赦なく人民を掠奪しただけの

ことなちだ。その抱，血の出し方やプドー酒の注ぎ方のうまい者，人より美しく揺れる者，おべっかの

うまい者にもツアーリは土地を与えている。

これはすべてによって迫害され，すべてによって侮辱されている派で、あって，この派こそ人民出〉なの

だ。

この上に少数の，満ち足りて幸福な一群がし、る。これは先祖あるいは自分自身の以龍の奴隷的奉仕に

よって人民の住んでいる土地を褒美にもらった地主たちで、あり，かつての女帝の情人で辞任する持に十

分いただし、た輩の子孫であり，掠奪と歎轄とで財産を築いた商人たちであり，財産を盗み集めた官吏た

ちである。要するに，すべて持てる者，すべて世襲の島るいは自力で、得た財産を持っている者がこれに

入る。その頭にいるりがツアーリである。絞らなくして彼誌なく，また彼なくして彼らも存在しえない。

一方が揺れれば，もう一方も主びる。現在この派は自由主義者らしく振舞っている。農民をただで、識か

せる権利がなくなったことで旗を立てている彼らは， 皇帝の悪口を言い，憲法を要求している。 しか

し，恐ふることはない。この派とツアーリとは互いに分かち難く結びついており，その結合の鎖こそ財

産なのである。彼らはあらゆる人民の運動，革命運動がすべて財産に反対するものであることを理解し

ており，従って蜂起の際には自分たちの当然の代表で、あるツアーリのまわりを取り囲むことであろう。

これが皇帝振である。

これら二つの派の需には昔から論争が行なわれてきたが，それはつねに人民の敗北に終った。しかし

敗北後間もなくして人民派は再び立ちあがった。今日は叩きのめされ，打ちのめされても，明日はラー

ジンとともにすべての者の平等とロシアの共和制のために，またプガチョーフとともに官僚政治の打倒

と農民への土地分与のために立ちあがることであろう。彼らは 30年代に抑圧に抗して立ちあがった東

部諸県のように，地主を斬殺しに行くであろう。彼らはあの高潔なアント γ ・ベトローフとともにすべ

ての皇帝派に対抗して立ちあがるであろう。

この無秩序，このやむことなき再派の対立のために，ここ当分の捕は，資本を持てる少数の者が抱の

者を支配するといった現在の経済的秩序が存在することであろう。そしてこのような無秩序と対立とに，

140) 引用では?となっているが，ゲノレツヱンの諌文ではfになっている。

141)強調はレムケの販による O
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現代人の最長の能力をそこなうような我慢のならぬ社会的抑正が加味されることであろう。

u凶2幻〉今自の社会?制担詞t度においてはすベてのものが虚偽でで、ある O輿奮せる空語慧、の産物である存在せぬ神を無

理

ついてはその基礎のどれ一つをとつてみても，ほんの上っ面の批判にも耐えられむものだ。また組織化

された掠奪に誌かならぬ商業の合法化から，たえず労善誌によって損耗しその成果は自分?こちで誌なしに

資本家に取られる労{覇者や，あらゆる政治的権科を奪われて動物と同じ状態におかれている女性の合理

的地位の承認にいたるまで，あらゆるものが馬寵げている。

この現代の人間をそこなっている重苦しく恐ろしい状態との関争に，現代人の最良の力が費やされて

いるが，ここからの出口はただ一つ，革命しかない。それは例外なしに，現代社会のすべての基礎をラ

ジカルに変革し，現在秩序の味方を滅ぼすべき板告なき流血の革命である。

われわれはその中で、車の河が流れ，あるいは罪なき犠牲者が身を亡ぼすことも知っている。にもかか

わらず，それを恐れてはいない。われわれはそれちすべてを予見しているが，それでも註お，革命の到

来を歓迎する。かくも長く待てる革命さえ来るなら，われわれは自らの素首も犠牲にする覚語がある〆

人民大衆もまた本能的に革命の不可避たることを理解している。われわれの真に進歩的な人びとの小

さいグループもそうだ……しかしてこれらの人びとの中から今や次々に革命の先駆者があらわれて法，

人民に蜂起む聖なる事業を，自らの抑圧者に対する説裁を皇苦言設に対する審判を呼びかけている。馬車

げた 2月 19Bの条令を理解せねといっては銃殺し， 現状に者望のないことを指摘したといっては鉱山

で働かせ，自分の意見を公けに述べたり，殺された者に教会で、祈講を捧げたといっては，みんなひとま

とめにして流1fIj~こし懇設労動をやらせる一一皇帝派拭このようにして後らに答えているのである/

皇帝派よ.ノ 諸君はこれによって革命を阻止することを，革命誌を恐れさせることを考えているので

あろうか? あるい誌諸君には今にいたるまでわかつてはし、ないのだろうか? 流用jや逮舗や銃殺や百

姓を死ぬまで筈で打ちのめすことが，自分自身の損になるということ，自分たちへの憎悪をさらに深

め，革命派をよりいっそう罰く結集させるようになるということ，革命慌の一人一人を引き抜くたびに

諸君自らその素首をもって答えることになるのだということが。われわれはこのことを皇帝派の一員た

る諸君に予告し注意する。しかし諸君がまわりにたむろしている諸君の頭たるロマーノフ家については

A 言も語ってし、ないっ彼らの処置はまた別であるf 人民の貧詞や長期にわたる専棋や現代の要求につ

いての彼らの無理解さに対しては，自らの血をもって支払うことになるであろう。罪をつぐなう犠牲と

して全ロマーノフ家が命を失うことになるであろう./

もっと追政L. もっと死刑tこするがよい〆 もっと怒らせ，もっと世論の憤激をかうがよL、。革命抵

をしてたえず芹.命の危険にさらさせよ。だがおぼえておくがよいコすべてこれらは革命を提進させ，今

日の圧制がひどければひどいほど，それだけ復讐も容赦ないものとなるであろうことを/

ポーラ γ ドやリトワにおける騒動，財政的危機，増税，農民がツアーリと貴族によって完全にだまさ

れたとわかって 1863年の春に農畏問題を一挙に解決するであろうこと，すべてこういったことが今吉

では革命の原因となっている。さらにここでは新しい戦争の噂さえひろがっている。すでに皇帯は近衛

兵に対し新たな戦争の祝訴を述べたとうわさされている。戦争が開始され，薪たな徴兵が必要となり，

借款が行なわれ，そしてロシアは破局へと行き着くことになろう O そうなれば，ほんの十さ主きっかけ

ですら蜂起が勃発しよう c しかし農民一撲はL、くつかの県で一斉に起るのではなく，各村ごとに起るか

も知れない。軍隊がうまくそれ国〉に合流せず，革命派が苦是よく合主に達せず，十分結集しないまま，

一斉蜂起ではなしにばらばらな蜂起によってその存在を示すという場合も起るかも知れない。

これを回避するために中央革命委員会は 4月 7日の総会におし、て，以下の如く決定した。

公衆に何のために闘争しているかその方針を知らせると同時に，ロシアにおける革命派の機関紙とな

るような薪関を発行すること。この新聞には委員会の議事読が掲載され，地方委員会の審議に委ねらる

べき諸問題が提案され，すべての重要問題についての革命派の意見が公衆に示されるであろう。委員会

は自らの機関紙の発行に着手せざるをえなかったが，それというのも今まで発行された新関はーっとし

142)パジレーフスキーの阪では行が変っていえいが，行の変更はレムケ販に従う 3 以下も民様。

143) レムケ寂では[われわれに!となっているコ
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て社会に革命む縞領を説明しなかったからである。その証拠としてわれわれは『鐘』と f大ロシア人』

とL、う二つの機関紙を島げたい。

われわれは皆ア・イ・ゲノレツェンを社会の発達に大きな影響力を宥する政治評論家として，またロシ

アに多大む利益をもたらした人物としてふかく尊敬しているが，それにもかかわらず， u撞』が革命派

の意見の完全な表現として役立っていないのみか，それらの意見を反挟すらしていないと認めざるをえ

ない。

1849年以来ゲノレツェンにおける反動が始まった。 48年の挫折した革命におびえて， 後は力によるク

ー・デターにまったく確信を失った。ミラノにおける二，三の失敢に終った蜂起と，彼の呂の前でフラ

ンスの共和主義者が追放されたり，殺されたりしたこと，そして最後にオ/レ、ンーニの死が復の革命的熱

情を決定的に失わせ，そこで彼は(せいぜしう自由主義的な綱領の新開の発刊にとりかかったのであっ

た。

最初の自由な機関紙としてロシアのすべての思考する人びとに心から歓遣された F鐘』は，間もなく

真に革命的な人たちにとっては不可解なものとなった。いったいどこにロシアの現在の政治・社会生活

の検討があるというのか，どこに新しい社会を打ちたてる基礎となる京鄭の提起があるというのか?

さらに一年たってみると，政治に彰響を与えるよろになった『鐘i拭，すでに完全に立憲主義的なも

のになってしまった。若者の『鐘』に対する熱中はさめ， 革舎抵は到の機関紙をきがしている。 もし

『鐘』が読まれるとしたら， それは革命をたたえたゲルツヱンの以前の名声がしからしめているのであ

る。かつてのゲノレツェンはルドリュ・ローラシやノレイ・ブラ γに対して，彼らが徹底していなかったが

故に，可語性がありながらついにその手に独裁権を掌握することもなく，労識者に勝利を与えるべくフ

ラ γ スが流車の改革の道をたどることもさせなかったといって非難したので、あったL
最後に設は，アレクサシドルまたは皇帝の誰かによって良きことがなされる可能性に期待をかけてい

た。また設はある人物lH)が手紙の中で，いまや自由主義者ぶることはやめ，警鐘を打ちならし始めて人

民に蜂起を呼びかけるべきだと言ったのに対して，近視眼的な答え方をしたので、あった。彼がロシアの

現状についてまったく無知なこと，平和的変革を期待していること，またそれなくしては何一つできぬ

流車の行為と極端な手段を嫌悪していること，これらは革命派の自から見てこの新聞を最終的に失撃さ

せたので、あった。

しかし彼が力によるクー・デターを嫌悪するのは西ヨーロヅヅパの涯史に通暁しているからであり，

革命はそのたびにナポレオンを生み出すと信じているからであるとの理由から，間違っているのはわれ

われであって，ゲノレツェンではないとの反論がなされるかも知れぬ。

われわれはそれに対しては，次のように答える。ゲノレツヱン自身はそのような意見には組しておら

ず，じつに革命が失敢に終ったのは先頭に立っている人間が苔尾一貫していなかったからであると。わ

れわれは西ヨーロツバの歴史を学んだ。そしてこの研究はわれわれにとって無駄なものではなかった。

われわれは48年のみじめな革命家のみならず， 92年の偉大なテロリストよりも首尾一貫することであ

ろう。現存秩序の転覆のためには， たとえ 90年代のジャコパンによって流された血よりももっと多く

の第二の盛が流されざるをえない薮自になっても，われわれは恐れないであろう f

去年の七月ロシアに『大ロシア人Jがあらわれた。

われわれにはその意見を間違っているとも遅れているとも思うし，われわれの意見とは正反対である

とも思っているが，それにもかかわらず，まさにロシアの中において現存秩序に対する抗議を表現した

編集者たちに敬意を表さなければならない。 E大ロシア人』の成功は大したものであった。そしてこのこ

ともまた，最初に予見しておくべきであった。 E大ロシア人Jはわが国の自由主義的な人びとを満足さ

せ，後らのねがし、とこの上なく一致するものであった。ところで自由主義的な人びとというのは， 1可で

144) レムケは注の中でこの人物はチエルヌイシヱフスキーであり， 手紙とは「ロシア人Jの手紙であ

ると言っているが，これは F回舎からの手紙』と L、う題で 1860年3丹 1日村 F鐘』の第 64号に

「ロシア人Jの署名で発表された。 Lかしはたしてこの「手紙j がチヱルヌイシェフスキーの手に

なるものであるかについては大いに論争されるところであり，その証拠たるアー・スレプツォーフ

の証言もきめ手に誌ならないように思われる。なお 1950年発行のチェルヌイシェフスキーの全集

第 7巻には以上の事情から f付録jの形で収められている。

200 

E 



撤文の時代

あれ政府の仕事を台なしにしようと思い，同時に自分たちを呑み込む危験のある革命の影におびえてい

る地主たちの群であり，ニコライ時代には進歩的と見なされたけれど今や吉文書の中に老いはて弱りき

った才能なき文弱の徒であり，自らの周囲に党派を形成することのできなかった輩で、ある。彼らの作品

が読まれたり，彼らについて語られたりすることもあるが，それだけのことである。彼らは皇帝が集っ

た人民に発砲の命を下すことを心配なされているといったり，またそれでもってロシアが教えると思っ

ている罪もない請願書を作って立，革命家の苦笑を買っているのであるc

その抱の国外の新需については，言及する必要さえあるまい。プリューメルとかドルコソレーコブ公と

かし、った類の諸士が，どうしてロシアから出かけて行ったのか理解に苦しむ。わレースキィ・ヴエース

トニク』や『セーヴェノレナヤ・ポーチタヌと仲よく手をたずさえてやってゆき，その原期によってすべ

ての誠実な人たちの軽蔑を買ったらよかっただろうに。

最近あれほど出された撤文について拭〈底みにわれわれの出すすべてのパンフレヅトには f中央革命

委員会発行j と記されるであろう〉配布される掘億すらないものであるc 一定の課長。もなければ，何も

のにも導くことなき自由主義ぶった表現こそ，それらの目立った特徴で、ある。

それらの機関紙のどれ一つにも革命的綱領の完全な表現を見出しえぬわれわれは，新しい社会が築き

上げらるべき主な基礎をここに掲載するが，これらの論題の一つ一つについては次号以下により詳細に

発震させたし、と思う。

われわれは現在の専制政治が州(オープラスチ〉の共和説連邦国盟に変ることを要求する。その際に

全権力は富良議会〈ナツ 4オナーリノエ・ソプラーニエ)と州議会(オプラストノーエ・ソプラーニエ)

の手に移るべきであるつロシアの土地がいくつの十1;に分かれるべきか，各州にいかなる県が入るべきか

は，われわれの知るところではない。その問題は住民自らが決めるべきであるc

各州拭農民共同体から溝成さるべきであり，共同体の全或員は同じ権利を行使する。

すべての人間は必ず何れか一つの共同体に登援しなければならぬ。彼らにはミー/レの定めるところに

より一定の語積の土地が割当てられるが，その土地を辞退することも，また賃貸tこすることもできる。

共同体によってきめられた税金を支払う義務を果しさえすれば，人は共同体の外に住むことも，自分の

好む職業につくこともまったく自由である。

共同体の各成員に供せられた土地は，生涯にわたるもの Cはなく，一定の年限で貸与されるものであ

る。その期間が過ぎればミールが土地の割替を行なう。共同体の成員の抱のすべての財産は生涯の間不

可浸とされるが，死後は共i弓体の財産となるc

われわれはすべての裁判権が，人民自身によって選ばれることを要求する。また共同捧の成員Iこ関す

るすべての事件については，共同体がその成員に対する裁判権を持つことを要求するc

われわれは全ロシアの士地から選ばれ首都に召集されるべき国民議会の他に，各チHのリ到着Eに升!の代表

からのみなる州議会を要求する。国民議会はすべての外交問題を決定し，チI~梧互関の論争を暫定し，法

千撃を採決に付し，前に議決した事項の執行を監視し，各丹、!の長官を任命し，税の総額を決定する。チN議
会は召集された州都のある燃のみに関する事項を決定する。

われわれは税の正しい割当を要求する。税の負担が社会の貧しい部分にではなく，豊かな人びとにこ

そ課せられることを欲する O そのために税の総額を決める国民議会は升!の関の割当のみを決めることを

要求する。チ11議会は各共同体関にそれを割当て，共同体がその総会において各成員の支払うべき税額を

決め，その際に各人の状態に格別の注意を払うこと，一言でいうならば，進歩的な税制を導入するよう

に留意すべきである。

われわれは共同体の工場の設立を要求するc その管理者は共同体によって選ばれ，共同体に対して一

定期間ごとに報告する義務を負う。われわれはまた共同体の庖舗を要求する。そこにおいては，商人が

短期間に利をあげるために勝手な鐘をつけるのではなく，実際の鐘段で高品が眼売されるべきである。

われわれは社会による子供の教育を要求する。教育が終るまでの子供の扶養は社会の負担とする。わ

れわれは同じく社会の負担による病人と老人の扶養を要求する。要するに，生計を立てるために働くこ

とのできぬすべての者の扶養を要求するのである。

われわれは女性の完全な解放と，男性が行使するのと同じ政治的・市民的権利が女性にも与えられる

201 



外 JII 継男

ことを要求する。また高度に不道議的で，再性の完全な平等と L、う見地からはありうべからさeる現象た

る結婚の蕗止を要求する。従ってまた人間の発達を阻害するところの家族難度の寵止をも要求する。そ

れが行なわれなくしては，相続権の廃止も考えられない。

われわれは僧践，尼僧読といった魔窟の寵止を要求する。こうし、う場所は，何ひとつ仕事はせずにた

だパンを憲まれることを好み，同時に一生を飲酒と放第に過すことを顕っている浮浪人や寄食者が匿の

すみずみから寄り集ってくるところである。これら修道践の財産は他のすべての教会の需産と同様，国

家に没収され，内震，外賓の支払いにあてられるべきである。

われわれは軍隊の給与の大幅な増額と兵士の勤務年強の短縮とを要求するc また可能な摂り軍隊が解

散され，国民軍fこかわることを要求する。

われわれはロシアとの連合にとどまることを欲しないと表現したる州としてのポーランドとリトワの

完全な独立を要求する。

われわれはすべての州がロシア連邦共和冨の一員に加わるか否かに関L，多数決によって決めること

ができるよう要求する。

もとよりわれわれは州の連邦というわれわれの綱領のこのような状態が，ただちに実施に移されると

は患っていない。もしも運動が成功して，革命派が「政府」の首長の地位についたならば，可及的すみ

やかに別の経済的・政治的生活の基礎を打ちたてるために現在の中央集権一一行政的に非ずして疑もな

く政治的なーーを採持しなければならないとすら国く信じている。革命派は邑らの手に独裁権を掌握

し，何ものの前でも立ちどまるべきではない。「菌民議会」の選挙に擦しては「政府」は議員の中に現

存秩序の支持者が入りこまぬようすみやかに配意し〈もっとも生き残っていればの話だが)， r政府」の

影響下に選挙を行なうべきである。革命 f致跨Jが 48年にフランスの前の f議会j に選挙干渉をしな

かったことが，共和毘を亡ぼし，フランスをしてノレイ・ナポレオンを皇帝に選ばざるをえなくさせたこ

とが，以上の主張の論拠としてあげられるのである。

いまやわれわれは自分たちの網領を説明した。ついで

のような要素をまわりに結集せんとするのか，誰がわれわれの味方なのか，といった問題に直面するこ

とになる。

われわれは人民に窮待する。人民はわれわれとともにあるであろう。とくに!日教徒がそうである。じ

つに後らは数百万人にものぼるのだ。打ちのめされ，強奪された農民も，自らの権利を守るためにわれ

われとともに立ちあがり，事を決しよう。しかしそのイニシアチプは彼らではなく一一軍裁とわれわれ

青年に属する。

われわれは軍隊に期待する。将校たちに期待をかける。彼らは朝廷の専制に憤親し.自分たちの兄弟

であるポーランド人や農民を虐殺するという卑しむべき役割を過去も現在も果たし，皇帝のあらゆる命

令に唯唯諾諾と服従することに激昂しているのだ。軍隊は九月の命令を思い出すであろう。そしてもし

それを実行せざるをえなくなったら， どのような状態に陥るかよく理解するであろう。 また 1825年の

自分たちの光栄ある行動を，英雄的な殉教者を包んでいる不誠の名誉を思い起すことであろう。

しかしわれわれの主たる期詩は，青年の上にこそある。われわれは彼らへの呼びかけをもって本号を

終える。なぜならロシアのすべての最良のもの，生き生きとしたすべてのもの，運動の側に立っすべて

のもの，人民の幸福のためには自らを犠牲tこする覚悟のできているすべておものが，青年の中にこそ含

まれているからである。

青年よ，思い起せ，人民の導き手は君たちの中からこそ出るべきだということを。君たちこそ運動の

先頭に立ち，革命派が君たちの上に期待をかけていることをf 自らの光栄るる活動に備えよ。不意に

出会ったりすることなどないよう，気をつけていたまえ。準備のために頻繁に集まれ。グループを{乍

れ。麓密結社を組織せよ。「中央革命委員会j 自体はそれらの組織と連携を持つようにつとめるであろ

う。政府についてもっと議論せよ。社会の現状を理解せよ。そしてより大きな成功のために，真に革命

的な諸君が完全に積額しうる人びとを自分たちの集会に招け。

われわれの未来の偉大な旗である赤旗を「ロジア社会民主共和国万歳/Jと大声に叫んでひろげる 5

が，すぐにすぐに，やってくるであろう。冬宮に向ってその住人を譲絶やしにするために出かけよう。
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あるし、は皇装だけ，ということはおよそ百人か二百人の入閣を絶滅させるだけですべて事が誤るという

場合もあろうし，あるいは，これはまずありえないだろうが，全皇者派が自らの死活の問題がかかって

いるとして，あたかも一人の人間Dように皇帝のために立ちあがる場合もあるかも知れない。

この最後の場合に江，自らの中なる力と，人民のわれわれに対する共感じ偉大な社会主義の事業を

最初に実現するようになるロシアの光栄ある未来とを確告して，われわれは「斧をとれj とヰぷであろ

う。そしてその時こそ……その時こそ皇者派を容赦なく斡砕するの記3 後らがL、まわれわれに対してや

っているように。もしこれら卑劣なならず者が広場に出てくる勇気があるなら，広場でやっつけるの

だ。家でも，可のせまし、小路でも，首都の大通りでも，部落でも村でもやっつけるのだ.ノ

その時にわれわれと共にないものは反対するものだということ，反対するものは識だということを思

い起せ。そして敵はあらゆる手段で根絶しなければならないのだ。

しかし忘れるな，務手Ijのたびごとに，戦闘のたびごとに fロシア社会民主共和国万蕊.ノ」とくりかえ

すことを。

もしも蜂記がうまくゆかず，人民に人間の権平IJを与えるという大胆な試みの報いとして命を捧げなけ

ればならなくなったとしても，恐れおののくことなく断頭台にのぼり，床板tこ頭をのせつつ，あるいは

目を縄の~tJにつっこみつつ，この詩じ偉大な叫びをくりかえそうロシア社会民主共和国万歳.ノJJ

すでに見たように『大ロシア人JβミらF若いi町三へ』へと撒丈の調子はしだいにはげ Lくな

っているが.ここにいたって摂点に達したJさがある(これを端的に示すのが撤支の中の要

読の三葉であるが，T若き If!:代へ』が《われわれは欲する←~MbI XOTHM-)) として以下に要

求事項を並べてし、るのに汁 L，Ll吉年ロシアJでは《われわれは要求する -}¥tbITpe6ye.M一>>

といっそう強くなっている n い主やここにはツアーリへの期待はまったく晃られないだけ

でなく.ツ y ーリを取りをくすべての「持てる苦 jに対 L.徹!えした憎忠と!敬意、が示され

ている〔ここにお:テる民本的説点は，全ロシアを「皇帝派」と「人民派!とにi技研JL.そ

のrllU¥Jは一切認めない巧再者の問にはいずれが勝っか長げるかの流阜のたた方式、があるの

みであって，そのほかの妥協1ありえないというのである門 F大ロシア人j もオガリョー

ブのIr!úl{~に対する[rJl符J も.体制派と人民の間に進歩的な{教養ある階級!と 1，、う第三

の範可?を5J2げて，その動向を問題にしているが， i-青年ロシアj は敷金、味方かで二分して

いるだけーである汽そこには腰11t:な一切なものを認めないきび Lい態度がある円われわれは

ここでもう -r乞この徴丈が一人の 19歳の青年によって，それも警察署の独房のヰIで書

かれたということを芝札、起す必要があろう行ザイチネーブスキーのそれまでの生き )jから

しても. [f大ロシア人』やロンドンの『諮Jの流血の蜂起を阿避 Lたいという期待は， ひ

っきょう白白 E義陣~{;t と本質的には変ることなきもので r式誌なき反乱 j が守憲によっ

て郊圧されることは白 l!fjの]型であった]4;')つ

それだけでなく，この『青年ロシア』の中には革命における独裁や，過渡期の中央集権

的国家権力といった考えまで打ちUlされている n 未来のロシアが共同体を基礎としてその

tj二州政府を1おt. さらにそれらが連合して民主的な社会主義共和国を構成するという構

想146)はゲゾレツェンやオガリョーフと基本的には何ら変らないが， ザイチネーフスキーは

西ヨーロッパのいままでの革会の控折の例から，反革命派の徹底的強減と，革命後の全国

145) J1eMKe， nOAum. npol{ecCbt， CTp. 21. (7月 29臼の供述)。

146) クリコーフはこれを「空想的社会主義のプラン」と Lている。 CM. KyJIHKOB， Y1Ca3. cmambfl， 

CTp. 249. 
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議会の選挙干渉の必要まで主張している。 この主張と並んで， [f青年ロシア』における家

族制度，結婚制度の否定，教会・修道院領の没収，常備軍の国民軍への切りかえ，さらに

倍人の遺産相続権すら認めないという急進的な主張は，著者たるザイチネーフスキーがマ

ルクスの『共産党宣言』を事前に読んでいたので、はないかと疑わせるに十分なものをもっ

ている。しかしザイチネーフスキー自身は 11884年までは f共産党宣言』を見たこと

がなかったj と，後年手紙の中で述べており 1473， だとすればやはり前に見たような彼の

西欧の社会主義文献やフランス革命史の勉強から，このような見解を独自に抱くようにな

ったと考えるべきであろう。

ヴェントゥーザによればこの『青年ロシアJにおける用語や表現法は，同時代の抱のい

かなる橡文よりも「西欧的Jであるというのそしてザイチネーフスキーに与えたロベスピ

エールやパルベスの影響を指摘し，同時にザ、イチネーフスキーの農民との接触も重課した

上で「ロシア・ジャコパン主義jの真髄をそこに見出している 148)。このようなザイチネー

フスキーの「ジャコパン主義j はソピエトのミツケーヴィチもかつて指摘したところであ

り，彼も f青年ロシアj をもって「ロシア・ジャコパン主義j の創始としている 14930 しか

し以上のような見方や，スチェグローフに始まるザイチネーフスキーの「プランキー主

義」の主張は. 最近のソビエト学者によって否定され， Iチェノレヌィシェフスキーの世界

観や政治的プログラムと本質的には異なるところのないJ.I当時の革命的民主々義の思潮

の中での多数派のイデオロギーとプログラムと戦備とを全体として表現する」ものとされ

ている 15930

だが同じ革命陣営の中にあワながら，ゲノレツェンはこの F青年ロシアJを『鐘iの第 139

号 (1862年 7月 15日付)に掲載した論文 f青年と老年のロシアJで批判しており，以下

においてこのゲノレツェンの主張を見ることにするのしかしこの論文を理解するためには，

その前に F青年ロシアJの出された時期とこれに対する政府および世論の反応を一瞥する

必要があるように患われる。

F青年ロシアJは 1862年 5月 18日にモスクワ司王内にあらわれ，その後相ついでベテノレブ

ノレグの町でも撒かれたことは前に述べた通りであるが，了震この頃ベテノレブ、ノレグではつぎ

つぎと火災が発生し，政府はこれを放火によるものと考えて犯人の逮捕に懸命になってい

たのである 151らそこで早速当局はこの『青年ロシアJによって起された社会の不安をとり

あげ，この火災が革命家や「ニヒリスト」による放火であると断じ，さらにこれを利用し

て従来よりもはるかにきびしい抑圧策に出た。 F同時代人』や『ロシアの言葉』など政婿

に対して批判的な新開が発禁になったばかりでなく，日濯学校や「将棋クラブj や「読書

室」も禁止された152)。さらにそれまで、逮捕をためらっていた多くの反政府的傾向の人物が

147) TaM >Ke， CTp. 520 (1889年の手紙〉。

148) Venturi，。ρ.cit.， p. 290， 296-297. 

149) C.I1. MHUKeBHQ， Pe80JllOlI，UoIUtafl Moc1C8a， M.， 1940. CM. KyJIHKOB， Y1Ca3. cmambfl， CTp. 
243. 

150) TaM >Ke， CTp. 244. 
151) しかしヴェントゥーりはこれが放火によるものではなく， rまったく構然、なもの」と見ている。

Venturi， op. cit.， p. 300. 

152) repueH， XVI， 413. 
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敏文の持代

この時一斉に逮擁されることになったが，その中にはチヱノレヌィシェフスキーも含まれて

いた153)。保守的な新聞は『青年ロシア三に対し一斉に非難の叫びをあげ， カトコープは

『ロシア報知』紙上に「このように馬鹿げたことは誰の頭にも思い浮んだことがなかった

・・・・大笑いせずに読むことができないJといってこの隊文を「奇怪な狂人じみた行為j の

せし、にした15430 また自由主義的分子も， もっぱらこの「青二歳の中学生j の如き調子の撒

文によって.政府の弾圧策が正当化されたことを怒り，客観的には政府にとって都合のよ

L 、役割を演じたと非難したのであった153L

これに対しゲノレツェンの指摘はつぎの二点にあったの『青年ロシア』の第ーの誤り a.

i列ヨーロッバの社会主義やフランス革命からの受け売りであって， 「全然、ロシア的ではな

しゴということ。第二には，たまたまベテノレブ、ノレグの火災と同じ時期に出されたという点

が問題であるとされる。ゲ、ノレツヱンの目から見るならば，この撤文の作者は「事実の世界

よりも書物や同志の世界により多く生きてきたj 人間であり.あたかも幾何や物理の一般

法則から結論をひき出すように草命的形而上学から一挙に大胆な結論を導いているの彼ら

は「ロシア社会民主共和国万才!Jの叫びをあげさえすれば，ロシアの人民は「斧をとるJ

と思っているらしいが，火災事件に憎悪を感じている人民は.この叫びを開いたらそれこ

そ斬り殺しに来かねないであろうっ即ち披らは「人民から離れた」存在であって.このよ

うな論理的徹底性からすべてを大担に否定する慈度は， ロシアの天才のきわ立った特徴で、

もある引このように指摘Lたあとでゲルツェンは以下のように自分の見解を披歴してい
、?

ノ~O

Lかし現実は抽象的論理の法則に従って進行するものでは決してなく，複雑な経形成の

プロセスをとるものだ。われわれの H的を達成するためには西欧の思想も経験も必要だ

が，革命的雄弁はそれほど必要でもあるまし、外国流の言柔で語り，外国流の日l}びをあげ

ることは，自分たちの径務も人民をも理解しないことであり，それはまた任務をも人民を

も蔑視することであるつ

-nたちはわれわれが遅，jLているというが，それには複を立てたりしなL、。たとえ.Ajた

ちより見解の上で、遅-11ていても，心は遅れてL、ないつもりだ。しかしあえて言わせてもら

うなら立たちの服装はシラーの主人公やパブーフの服のようで，仮装舞踏会の服に似てい

る。だがロシアの広場で;主それはもう古いn

11・たちは人民のために命を捧げるというが，われわれを告じていない人民はその命を捧

げようとするものに向って石を投げかねないものだ。『若き世代へ』のミハーイロフも，

T大ロシア人.nのオーフソレチェフも. われわれの墳罪の犠牲となったが， 彼らは二重の意

味で殉教者だ。ということはあのイタリアの革命家たちのように人民の伝説に語りつがれ

たりすることはないのであるc 人民は後らを知らないし，もっと悪いことには彼らを貴族

の旦那衆で敵だと思っている。人民はそのような旦那衆を欲していないし，また彼らの犠

153) Venturi，。ρ.cit.， 176. K03bMlfH， YKa3. cmambH， CTp. 262. 

154) TaM )Ke， CTp. 264. なおこのときドストエフスキーは Fグレーミヤ』の抵に一つの論文を書いた

が， これは掲載されず， 後年レムケによって発表された。 JIeMKe，flo，/lum. npol{eCCbl， CTp. 
624-630開設。

155)託03bMlfH，YKa3. cmambH， CTp. 265. 
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牲も必要としてはいないのだ156九

ゲノレツェンはさらに 1カ月後の『鐘』の第 141号にも Fジャーナリストとテロリスト』

という題の一文を発表し，その中で「青年ロシアjの思想的未成熟を指擁するとともに，

力による変革が人民の最後の手段で、あることを認めながらも，同時に十分な準錆なき蜂起

の「有害j な点も主張している 15730

しかしこのような批判はゲルツェンだけでなく， I革命のドン・キホーテj たるバクー

ニンも当時抱いていたので、ある。彼はその論文『ロマーノフ，プガチョーフ，忘るいはベ

ステリ』の中で，きわめて卒直に人民と革命陣営のへだたりや「人民の無知にして不幸な

るツアージ信仰J15めを指橋したあとで[f'青年ロシ7.l1の「犯罪Jをつぎの点で「非難」

している。第ーには r青年ロシア』が人民についてまったく無知であり，教条主義的に人

民を蔑視していること，そして第二として復らが具体的な戦術も持たず7こ「偉大な解放の

事業」を軽率に扱ったということである 159らもっとも彼はその後 1868年の「自由平和同

盟Jのベルン大会の折，このような非難が誤っていたとして， [f'青年ロシア』の革命性を

ー授と高く評価するにし、たったという 16的。

(Carmopo，19 OKT兄op冗， 1971) 

(隙記〕 本稿は昭和46年度文部省科学研究費による研究成果の一部で島る。

156) KO.llOKOゐ 1149-1151.repueH， XVI， 199-205， 
157) KO.llOKOゐ crp・1165-1167.repueH， XVI， 220-226. 
158) M.6aKy問 H，1136 paHHble CO秘 HeHUH，T. III， n.-M.， 19.却 1，Cτ予 82.
159) TaM滋 e，crp. 85. 
160) CM. K03bMHH， YKa3. cmambfl.目 p.271. 
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撤文の時代

Era of Proclamations 
-Some Materials and Comments concerning the Birth of Russian Populismー

τsuguo TOGA W A 

ln Russian history the五rstyears of 1860's are sometimes called“Era of Procla-

mations". Among the numerous manifestoes appeared in that period， the author picked 

up the following eleven materials and introduced them with comments. 

1. Velikoruss 

( 1) Velikoruss No. 1 

( 2) Nikolai Serno-Solov'evich's Answer /0 Velikoruss 

( 3)子、Jikolaiugarev's Answer to the Answer to Velikoruss 

( 4) Vetikoruss No. 2 

( 5) Velikoruss No. ;) 

IL To the Young Generation 

( 6) To the Young Generation 

( 7) Nikolai Shel宗unov'sTo the Soldiers 

111. The Student Movement in the Fall of 1861 

( 8) Proclamation against the New University Regulations 

( 9) Andrei Faturovskii's Appeal to the Students of the University of St. Peters-

burg 

(10) Appeal to the Citizens of Moscow concerning the A百airof October 12. 

IV. The Young Russia 

(11) The Young Russia 

Among the above materials， six are translated in whole and the rest are introduced 

with the contents. Thinking that the student movement in the fall of 1861 had a great 

slglll長canceto the birth of Russian populism， the author tried to explain its process 

using the materials published in the Koloko1. ln connection with the procIamation 

of Young Russia， the author has also introduced Herzen's articIe: Young and Old 

Russia. 
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