高橋清治
｢ソヴェト国家と諸民族

自治共和国､

自治州と民族間居人民委員部の解体｣ (復刻版+補註)

『スラグ文化研究』第10号(2012年3月)､ pp. 112‑137.

ソヴェト国家と諸民族
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[初出:磯谷孝編『両大戦間期ロシアの政治と文化の歴史的考察』 (平成10‑12年度科学研
究費補助金(基盤研究(B)(2))研究成果報告書)､東京外国語大学､ 2001年3月､ pp.97‑1200

加筆せず､そのまま復刻版として本誌に収録する｡末尾に補註を付す｡]

多数の諸民族が複雑に錯綜したロシア帝国にとって､諸民族がいかなる関係を創出していくの
か､諸地域の諸ソヴェト権力がいかなる関係を創出していくのかは､ロシア革命の本質にかかわ
る課題であった｡内戦が終了した1920年代初頭ソヴェト同盟の形成に至る過程でまさにそれを

争点として深刻な対立が発生した｡官僚主義的中央集権化として､スターリンを最も激しく批判
し闘ったのがグルジアのムデイヴァこ､マハラゼ等､グルジア反対派であったことから､それは

｢グルジア問題｣と呼ばれたが､その歴史的考察は『民族の問題とペレストロイカ』 (平凡社､
1990)にまとめた｡本稿は､ 1999‑2000年にモスクワの二つのアルヒーフrAP◎､ PrACnHで検

討した文書のうち､主として自治共和国､自治州にかかわる史料に基づいて､新たな局面を明ら
かにし､ 20年代初頭のソヴェト国家と諸民族について考察しようとするものである1｡
1922年当時､諸ソヴェト権力の相互関係は二つのタイプに大別できた｡グルジア､ウクライ

ナ等の独立諸共和国はロシア連邦共和国と個別の同盟条約によって結ばれており､他方は､ロシ
ア連邦共和国内の自治に基づく連邦的関係であり､バシキール等の8自治共和国､チュヴァシ等
の13自治州からなっていた｡ 22年夏ロシア連邦共和国と独立諸共和国の相互関係が問題となる
と､スターリンは年来の主張に基づいて｢自治化｣案(独立諸共和国が自治共和国としてロシア
連邦共和国に加入)を提案した｡グルジアは反対決議を行なった｡ 9月23‑24日組織局の委員会
で｢自治化｣案がグルジア､ウクライナの抵抗を抑えて､一旦は通った｡病気療養中のレーニン

は｢自治化｣案を批判し｢同盟｣案(独立諸共和国､ロシア連邦共和国が統一して同盟を形成)
を提案した｡スターリンは反擬したが､結局レーニン案を自分の案と称して10月6日党中央委

総会に採択させた｡しかしグルジア反対派の闘いは全党を揺るがす対立に発展していく｡グルジ
ア反対派は､ザカフカス連邦を通してではなく､グルジアとして同盟に直接加入することを要求
した(図1､ 2､参照)｡

22年12月の一つの会議から本稿の考察を始めることにしよう｡年末のソヴェト同盟形成に向
けて､中旬､下旬にザカフカス､ウクライナ､ベロルシア､ロシアのソヴェト大会がそれぞれ開
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ソヴェト国家をめぐる諸構想

a.話ソヴェト権力の相互関係((922年末)

b.スターリンの｢自治化J案

C.ソヴェト同盟の形成

d.ブルジヤの同盟直接加入の要求

図2

ソヴェト同盟の構造(1922年12月形成当時)
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かれ､同盟形成についての決議を採択した｡ここで問題にするのは､その同盟形成前夜の第10
回仝ロシア･ソヴェト大会(12月23127日)の共産党フラクション会議(12月26日) 2である｡
スルタンーガリエフ(157)が主張する｡

｢同盟中央機関創設の必要性の問題､換言すれば､独立共和国清算の問題はタイミングよく提
起されている｡自治共和国､州の代表たる我々は､この独立国ごっこをやめる時だと考える｡｣
しかし､独立共和国のロシア連邦との同盟化には二つの途がありうる､ ｢第一の途は､スターリ

ン報告の同盟中央執行委と同盟人民委員会議の創設である｡第二の途は､私見ではより正しいの
だが､独立共和国のロシア連邦との単純な融合の途である｡｣スターリン案は｢余計な遅滞､余
計な等級機関を創るだけ｣である｡ザカフカスの場合､事を決するのに｢まるまる三つの等級の

機関､アゼルバイジャン中央執行委､ザカフカス連邦中央執行委､同盟中央執行委を通さねばな
らない｡全く同じことがロシア連邦に加わっている自治共和国に関してもある｡｣ ｢我々に明白で

ないのは同盟中央機関への自治共和国の参加の問題である｡たとえば､トウルケスタン､キルギ
スは｡トウルケスタン共和国はグルジア共和国とどの点で異なるのか｡人口､面積は数倍であり､

戦略的政治的位置からも遥かに有利である｡｣ ｢同盟中央執行委創設の際に全く不要な余計な機関

が創られること､諸民族が同盟中央執行委への参加権の有無で継子と実子に分割されることは､

絶対に異常である｣､したがって｢独立共和国の独立の廃止に完全に賛成し､これらの共和国が､
同盟中央執行委や同盟人民委員会議を創設することなく､同権のメンバーとして､共通のロシア
連邦に加入するよう希望するものである｡｣
ムフタロフ(158)も､自治共和国､自治州もソヴェト同盟に直接加入すべきと主張する｡
スターリンは結語(161)で言う｡

｢第一に断乎反論しなければならないのは､スルタンーガリエフの『独立の喜劇』 『今やけりを
つける時』という言明である｡これは我が党への中傷であると考える｣ ｢断乎抗議する｣と述べ
る｡ (しかし､ 9月22日レーニン宛書簡3で｢自治化｣案の意図をあけすけに述べながら､ ｢辺境

のコムニストの若い世代は､独立の言葉を真にうけて､独立ごっこを遊びととることを拒否して
いる｣と書いていたのは､スターリン自身であった｡ )

｢第二の問題はムフタロ7､スルタンーガリエフ等が出した問題｣であるとして､ ｢彼等はきわ

めて用心深く､荻滑に問題を立てている｣ ｢統一にはもちろん賛成だが､まずロシア連邦共和国

を構成部分に解体し､個々の共和国に自立的に同盟に加入する可能性を与えるほうが良くはない
か｣ ｢彼等は『解体』とは言わない｡｣ ｢すでに歴史的に形成された連邦を事前に解体するという
考えは､死産した反動的思想である｡｣バシキール､トウルケスタン等が個別に同盟に入るとす
れば､ ｢ロッシイスキイではなくルスキイの中央機関｣ (後述)を創らねばならない､ ｢ロシア人

はどのように同盟に入れるのか｡｣ ｢自立性をわめきたい若干の自治共和国の若干の指導者の自尊
心｣しか提案の論拠はない｡
やや潮るが､ 9月27日のスターリンの政治局員宛書簡(レーニン書簡への回答) 4を見ておこ

う｡レーニンの｢自治化｣案批判に苛立ち､ ｢レーニンの民族的リベラリズム｣と反擬した､ス

ターリンの本音と素顔がもっともあらわれた書簡である｡

｢第2項､ロシア連邦共和国の仝露中央執行委と並んで仝同盟中央執行委を創設するというレ
ーニンの修正は､私見では採用すべきではない｡モスクワに､一方が多分『下院』を､他方が

『上院』を､代表するようになる二つの中央執行委が存在することは､紛争と乳蝶以外の何物も
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もたらさぬだろう｡次の修正を提案する｡ 『これにしたがって､ロシア連邦共和国の中央執行委

を仝同盟中央執行委に改組する､後者の決定は同盟に加わる共和国の中央諸機関にとって義務的
である｡』レーニンの修正の意味でのこの他のあらゆる決定は､ロシア連邦共和国に加わる8自
治共和国(タタール共和国､トウルケスタン共和国､他)をそこから除外し､ルスキイの中央執

行委〔強調は原文〕を必ず創設すること､それらの共和国をウクライナ､その他の独立共和国と並
んで､独立共和国と宣言すること､二つの院(ルスキイのと連邦の)を創設すること､総じて､

現時点では内的､外的とも必要性に迫られているわけでもなく､私見では､現在の状況では合目
的的ではなく､いずれにせよ時機尚早である､大掛りな建て直しに至らざるをえないと､私は思
う｡｣

｢ロシア連邦共和国中央執行委の仝同盟中央執行委への改組｣の持論を下ろして､十月総会決
議では｢同盟中央執行委創設｣をうたったこと､この点でもスターリンが｢譲歩｣したことは､
つとに指摘してきた｡

今回訳出した後段の部分は､ロシア連邦共和国の民族的構造についてスターリンの懐いていた
恐れの原イメージをあらわにしている｡レーニン的構想では､自治共和国の独立共和国化､ロシ

ア連邦共和国の痩せ細り､虫食い状態を招いてしまう､それではモスクワ中央の足元そのものが
崩れ去ってしまうのである｡ ｢ロッシイスキイ〔ロシアの､ロシア連邦共和国の〕｣と｢ルスキイ

〔ロシア人の〕｣という論理は当初からスターリンを捉えていた｡ (なお､このくだりを後に論争

の的となる｢同盟中央執行委の二院制｣の問題(後述､ Ⅲ‑Ⅲ参照)と混同させた議論があるが､甚
だしい誤読である｡)

全ロシア･ソヴェト大会の共産党フラクション会議での論争はスターリンの危倶をあらためて
深めたであろう｡しかも､スルタンーガリエフが､ ｢自治化｣案に大賛成として､論を展開したこ
とも､スターリンを逆撫でにしたであろう｡もとより､スルタンーガリエフ等の｢下から｣の､

自治共和国､自治州の側からの｢自治化｣構想と､スターリンの｢上から｣の｢自治化｣案が､

まったく対極的な内実を志向するものであることは明らかである｡
しかしまたその｢自治化｣構想も独立共和国との矛盾も学んでいることは間違いない｡スルタ
ンーガリエフの独立共和国､何するものぞ､の対抗心はまだしも､

サイド･ガリエフ(159)の

｢今は提案しないが､近い将来｣の課題として｢人口数と地理で平均的な中央諸県の規模を越え
ない共和国は､自己解体し州になるべき｣となれば､利害の衝突は必至である｡
スターリンは､会議の冒頭でウクライナのザトンスキイ(151)､ソロドゥプ(153)が､人民委員部

の構成(三つのカテゴリィ､ Ⅱの表2参照)をめぐって議論を交わしたこと(ソロドゥプは､ザ

トンスキイが｢単一の中央集権国家｣を提案していると批判)をとらえて､次のように述べる｡
ザトンスキイは人民委員部の｢第三のカテゴリイ｣に反対し､ソロドゥプは｢第一のカテゴリイ｣

に反対する､ ｢両者の論争は､内輪の論争である｣ ｢戦略的荻滑さ｣がある｡このように､示し合
わせたスターリン挟撃との警戒心を口にしている｡
さらに､この会議でのスターリン結語は､議場からの質問にたいして､

｢民族問題人民委員部の問題｡党中央委の多数は､民族問題人民委員部がロシア連邦共和国の
構成の下に残るべきと考えている｡意見の相違がある｡一部は完全な廃止を要求している｡今の
ところロシア連邦共和国の構成下で存続させるという状況である｣と述べている｡
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民族問題人民委員部はロシア連邦共和国の人民委員部の一つであった｡ 17年10月26日十月

革命によるソヴェト政権､ロシア連邦共和国人民委員会議の創設で発足し､民族問題人民委員に
はスターリンが就いた｡
18年半ばまでにポーランド､リトヴァ､ムスリム(この下に沿ヴオルガ諸民族部)､ユダヤ､
アルメニア､ベロルシア､沿ヴオルガ･ドイツ人､カフカス山岳諸民族､グルジア､ラトヴイア､
チェコスロヴァキアの民族委員部KoMHCCaPHaTと､キルギス､マリ､シベリア諸民族､ウクラ
イナ､エストニア､ヴオチヤク､チュヴァシ､コミ･ズイリヤン､南スラヴの民族部oTJlenが

編成され､煽動･宣伝､総務､編集､等の局が置かれた｡内戦期にソヴェト権力下にはなかった

地域､民族も含まれており､ソヴェト政権の民族問題への施策の実施と諸民族にたいする宣伝､
教育活動にあたった｡内戦の戦況にもかなり左右されながら､必要とされる民族委員部､民族部
がアドホックに創設されていった5｡

内戟が終了すると､民族問題人民委員部の構成も部局の名称も大きく変化する｡この後期の民
族問題人民委員部の構成については､ 23年10月1日現在の部局､代表部の一覧と､スタッフ名
簿6という一次史料が存在する｡一覧を表1に掲げる｡

民族別の部局について確認しておくと､
ロシア連邦共和国の自治共和国､自治州の21代表部npeJICTaBHTeJIhCTBO (20年5月19日発足)

が組織され､スタッフは各2名(名簿によると､代表ないしは代表代理と書記)である｡
少数民族部と五つの民族部oTJIeJIがあり､少数民族部､ユダヤ部は5名､他は1､ 2名(部局
一覧による｡しかし名簿では各2名で､部主任と書記)である｡内戟期にはあったアルメニア､

グルジア､ベロルシア､ウクライナの民族部局は､ソヴェト化して独立共和国が誕生したので､

置かれていない｡なおこの他に現地に地方機関が(内戟期には可能な限り)置かれている｡

23年10月1日現在のスタッフ名簿によれば｢民族問題人民委員部の幹部会議と書記局｣は以
下の通り(順序は原史料による)0
スターリン

民族問題人民委員

パヴロヴイツチ

幹部会議メンバー

ブロイド

人民委員部次官

ヴァレスカルン

幹部会議書記

クリンゲル

幹部会議メンバー

アタバエフ

同上

幹部会議書記局7
シェイヘト

副書記

民族問題人民委員部には幹部会議KoJI乃er朋HJM MaJIa兄KoJInerI相と協議会BoJIhua刃KoJIJIerl4月

がある｡幹部会議は指導部の会議であり､協議会は､部局､代表部､機関､等の代表からなる合
議制機関である｡

スターリンは､創設以来の民族問題人民委員であるが､複数の証言は､あまりこの人民委員部
に顔を出さなかったとしている｡ 22年4月党書記長に就いてからは特にそうであろう｡実質的

には次官のブロイドが指導部の中心者であった｡
この名簿にはあがっていないもう一人の幹部会議メンバーがいる｡スルタンーガリエフである
(後述､ Ⅲ参照)｡
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表1民族間題人民委員部の部局､代表部の一覧(1923年10月1日現在)
計812

職能別部局
幹部会議と書記局

223

事務長
地方全権代表の総務部
法律顧問課
経営部
財務部

(13+ 9)

(12十22)

5

499

エストニア部

日H

自治共和国､自治州の代表部

2

バシキール

5

ラトヴィア部
リトヴァニア部

15512120

出版､情報部
少数民族部
ユダヤ部
ポーランド部

l

ブリヤート･モンゴル

○△△〇〇〇△△△○←△△←△〇〇〇△△△4

ヴォチャク
ダゲスタン

山岳諸民族
クリミア

カラチャイ･チェルケス
カルムイク
ズイリヤン

キルギス
カレリア
カバルダ
マリ

沿ヴォルガ･ドイツ人
チュヴァシ
ヤクート

タタール
トウルケスタン
オイラート
アドウイゲ

(一〇)

後にウドムルト自治州

後にカラチヤイ自治州
コミ自治州
(一〇)

カバルダ自治州‑カバルダ･パルカル自治州

チェルケス(アドウイゲ)自治州

2

チェチェン
21代表部

(職員+労働者)内訳記載なしの部局はすべて職員

各2

代表部の順序は原史料に従う｡代表部と自治州の名称が違う､あるいは後に改称がある場合､付記する｡
1922年末ソ同盟形成の時点での自治共和国(○)､自治州(△)､労働コムーナ(▲)0
1923年にブリヤート･モンゴルとカレリアは自治共和国となる､表に(一〇)を付す｡
0

3

1

2
2
4
1

0
1
2

4
1
4
7

日H

職能別部局
定員オーヴァ一､事務部
代表部
連邦土地委員会
賃率評価･紛争調停委員会
党地方委員会
全露東洋学協会
総計

その他､民族問題人民委員部に属する機関としては､東洋学研究所､東方言語学院(ペトログ
ラート)､東方勤労者共産主義大学､中央東方出版所と中央西方出版所､等｡
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22年10月6日｢同盟｣決議案を採択した中央委十月総会は､法案作成のための委員会を創設
した｡ 11月21日委員会は第一回会議で､憲法基本大綱､憲法草案の作成を決定し､そのための

小委員会を設立した｡

11月25日小委員会は｢民族問題人民委員部について｣の決定を下した｡議事録8の記述は次
の通りである｡

｢民族問題人民委員部を持つのは連邦的統合体のみ(ロシア連邦共和国､ザカフカス)｡
採決､賛成3票(カリ一二ン､チチェ‑リン､ピャタコフ)

反対2票(スターリン､クルスキイ

一

民族問題人民委員部の完全な廃止に賛成)｣

この後にスターリンはレーニン宛に覚書9を送っている｡

｢連邦化の委員会で3票､対､私とクルスキイの多数決で､民族問題人民委員部を廃止せず､
ロシア連邦共和国の構成下に残す(しかし同盟のにではない)と決定した｡このことに関して何
かコメントがおありか｡｣

この覚書には､このアルヒーフ史料を発掘した編者が｢レーニンと推定｣する鉛筆での書込み
がある｡

｢同盟にではないというのは本当か｣
さらにカーメネフの書込みがある｡

｢民族問題人民委員部は少数民族の連中を喜ばせるために必要だ

凡氏.｣

この覚書の裏に､スターリンは再びレーニン宛の覚書を書き足している｡

｢私は民族問題人民委員部の廃止に賛成票を投じた､廃止を強く主張する(同盟の後には､い
かなる民族問題人民委員部も我々に必要ない)｡｣

編者は｢委員会､小委員会の以降の会議では民族問題人民委員部の問題は提起されず｡憲法最
終案には含まれなかった｣と記している｡

ここでは､民族問題人民委員部の完全な廃止はスターリン自身の主張であったこと､しかしこ

の段階では小委員会の多数意見の線で事が進んでいたことを確認しておこう｡
｢自治化｣案に象徴される､上意下達の中央集権的体制を志向したスターリンにとって､それ

ぞれの民族の独自性､固有の条件を主張する少数民族活動家は目障りな存在に違いなかった｡
｢自治化｣案と､レーニンの同盟案を自らのものとして提案した十月総会決議とには､スターリ

ンの持論通り､民族問題人民委員部は含まれていない｡しかし､ 12月のソヴェト同盟形成条約

には､多数意見に従い､民族問題人民委員部が含まれている(表2､参照)｡ただし､条約では

｢同盟構成共和国の人民委員会議｣の構成を列挙した中に｢民族問題人民委則が挙げられ､註
記はない｡つまり､ロシア､ザカフカスという二つの連邦共和国に条文上では限定していない｡
｢同盟にではないというのは本当か｣という書込みは､レーニンのものであろう｡原文を直接

見ておらず､編者の推定に異論をはさむ理由はない｡それに､連邦共和国にではなく､諸民族の

形成せんとする同盟そのものに民族問題人民委員部が必要だという主張は､レーニンの｢自治化｣
案批判､同盟提案の一連の文書からも自然である｡
12月30日第1回ソヴェト同盟ソヴェト大会で､ロシア､ウクライナ､ベロルシア､ザカフカ

スの4共和国からなるソヴェト同盟が形成された｡当初は｢自治化｣案を撤回させ同盟案を認め
させることで解決したと思っていたレーニンは､同盟形成のこの日に問題認識の浅さを厳しく自

己批判し､民族問題書簡を口述筆記させた｡
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グルジア反対派等の中央集権批判派とスターリン主流派との対立はますます激化し､決戟場と
目された23年4月の第12回ロシア共産党大会の前夜､様々な局面で激しい前哨戦が展開され
た｡

この党大会に向けて､民族問題人民委員部のアルヒーフ史料から浮かび上がる注目すべき動き
がある｡

4月10日民族問題人民委員部幹部会議にたいして自治州代表の連名で要請状10が出された｡

｢県執行委の権限〔と同等の権限〕を付与された自治州の制度は､その時代をすでに終わって
おり､現在の状況下では少.数民族の利益にまったく応えていないことに鑑み､我々､自治州代表

は､党中央委での民族間題の討論の開始と第12回党大会の議題にその間題が含められたことに
関連して､幹部会議にたいし､自治州の自治共和国への改組問題を審議するため､我々も参加す
る臨時会議を開催するよう要請する｡
自治州からの報告者にはシェヴレを立てる｡
自治州代表

1923年4月10日

モスクワ

ポポフ(ズイリヤン)
ロマノフスキイ(マリ)
ストレルコフ(ヴオツツク)

シェヴレ(チュヴァシ)
ハルトヴイツク(ドイツ人)｣

民族問題人民委員部には代表部が21､うちこの時点で自治州は13､そのうちの自治州代表5
名の連署である｡ストレルコフは､署名の後に括弧して｢ヴオツツク｣と書いているが､民族名

に戻せば｢ヴオチヤク代表部｣の代表である｡ヴオチヤク人は､後にウドムルト人と呼ばれる｡
20年11月ヴオチヤク自治州を形成､ 32年にウドムルト自治州と改称された｡ハルトヴイツクの

｢ドイツ人｣とは､ 18年10月形成された沿ヴオルガ･ドイツ人労働コムーナ(自治州と同格)

の代表部である11｡後述の書簡では本人が｢沿ヴオルガ･ドイツ人州｣と書いている｡

4月13日民族問題人民委員部幹部会議が開催された｡議事録12の記述は簡単である｡

｢第8議題､自治州の自治共和国への改組についての自治州代表の報告書(ブロイドとシェヴ
レ)

自治州代表の述べた意見を考慮し､ブロイドにスターリンと交渉することを委ねる｡｣
4月21日付の自治州代表の書簡13が残されている｡すでに党大会は4月17日に始まっている｡

｢民族問題人民委員部次官ブロイド殿

自治州代表によって提起された自治州の自治共和国への改組問題をきわめて重要視するので､貴
下に､ 4月13日民族問題人民委員部幹部会議の決定の遂行のため､この間題についてスターリ

ンと交渉し､添付資料を彼に手渡すよう要請する｡第12回党大会でのスターリンの民族問題報
告の前に党中央委の意見が明らかにされるようにするためにである｡
自治州代表

1923年4月21日

ハルトヴイツク(沿ヴオルガ･ドイツ人州)

シェヴレ(チュヴァシ自治州)｣

慌てて書かれたのであろう､原文はタイプミスで｢第9回党大会｣となっている｡スターリン
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の民族問題報告は23日の昼の会議で行なわれる｡

アルヒーフの二つの史料から､自治州の自治共和国への昇格要求の論理を確認しておこう｡
｢民族問題人民委員部幹部会議決定案｣ 14と遺された史料は､

｢自治州の今後の全面的な自由な発展の必要性を考慮し､同時に文化的､経済的要因の存在と
国家建設の経験の蓄積を勘案し､民族問題人民委員部幹部会議は､自治州の自治共和国への改組
が不可欠であり､時宜に適っていると考える｡それゆえ幹部会議は決定する､

党中央委に自治州の自治共和国への改組の必要性の問題を第12回党大会の民族問題テーゼに
含めるよう要請する｡｣

｢テーゼ｡ロシア連邦共和国の自治州の自治共和国への改称と､連邦の自治単位の平等化の問
題に寄せて｣ 15と題された史料は､

｢Ⅰ.ロシアの諸民族の平等と主権､自由な諸民族の同盟に基づくロシア連邦共和国の建設は､
プロレタリア革命によってロシア諸民族の権利宣言､勤労･被抑圧人民の権利宣言でうたわれ､
ロシア連邦共和国憲法によって確立されている｡

少数民族のこの平等は､ロシア共産党の民族政策の基礎に置かれ､最近トロツキイによって論
文(プラウダ､ 3月17日)と第7回仝ウクライナ党協議会での演説で明確に指摘されている｡

Ⅱ.諸布告で堅く護られた民族的独自性と､もっとも小さな民族に関してさえ諸布告を完全に
実現することは､世界革命の歩みにとっても第一級の意義を持つ｡ソ同盟の一部分であるロシア
連邦共和国の内部構造は､ヨーロッパとアジアのプロレタリアートの目に､ 〔その革命後〕ソ同

盟加入の際に独立の民族として自己の独立性を保持する絶対的な保証をくっきりと浮かび上がら
せる｡

Ⅲ.ロシア連邦共和国の個々の少数民族の権利の現存する不平等(自治共和国､自治州､少数
民族)は､一方では民族的な病(双方向の排外主義､個々の自治共和国が諸民族にたいして高度
の権利を持つものと自認する増大し始めた傾向)を生み出し､他方ではもっとも弱小な少数民族
の経済的､文化的発達を阻害し､三番目には自治を享有している民族の基本的権利が〔ロシア連
邦共和国〕人民委員部によって操踊されるますます頻発しているケースを引き起こしている｡
Ⅳ.ロシア連邦を構成する諸民族の権利の平等化は､共和国基本法の実現に過ぎないのであり､
いまだ完成していない連邦の構造の一連の欠陥を取り除くであろう｡これらの欠陥は､経済の復

興と生活形態の複雑化と関連して､たえまなく増大しており､必要な措置を適時にとらなければ､
しだいに共和国憲法そのものをも歪めかねない｡

諸民族の権利をそれらの地位の平等化によって完全に実現することは､現存の自治州のソヴェ
ト権力機関をしかるべく改称し､自治共和国に関する一般法規の効力をそこに拡大することによ
って､まったく痛みをともなわないで実施しうる｡

この平等化の適時の実現は､ロシア連邦共和国人民委員部と連邦を構成する自治単位との非常
に複雑でもつれた関係を著しく簡単にするであろうし､すでに不可欠となった民族的統合体の権
利の法制化の課題を容易にするであろう｡｣

この自治州代表の提起した自治共和国への昇格要求の｢決定案｣と｢テーゼ｣は､幹部会議で
正式に採択されたのであろうか｡議事録の記述はその可能性を否定している｡自治州の要求は
｢スターリンとの交渉｣という形で肩透かしにされたのであろう｡そうであれば｢自治州代表の

意見｣を定式化した｢添付資料｣ということになる｡いずれにせよ､第12回党大会の民族問題

ソヴェト国家と諸民族

121

テーゼにこの自治州の要求は反映されてはいない｡

なお｢テーゼ｣のⅠでトロツキイ論文､演説を論拠として挙げている点は､大会前夜の党内状
況の中で主流派に見落とされるはずがなかった｡ Ⅲの｢民族的な病｣で､自治州と自治共和国の

間の民族的な乱蝶が指摘されている点は深刻である｡それぞれのレヴェルの間に矛盾､対立を季
ませるのがヒエラルキー構造の本質であるにしても｡
さらにもう一つの文書が同じ一件ファイルの後ろのほうに残されていた｡

｢後進的少数民族の間での党活動についてのテーゼ｣ 16と遷された史料の要旨は､

｢党活動がもっとも弱く行なわれているのは後進的少数民族の間でである｡プロレタリアートが
いないため､後進的少数民族の代表者は党内に取るに足らないパーセントしかいない｡ロシア連
邦共和国の住民の55 %以上が後進的少数民族である｡

1.党員増加､入党のために広範な特典を与える｡

2.十月革命前からの党歴のあるコムニストは非常に少ない｡しかし内戦の過程で鍛えられたカー

ドルがいる｡地方の党､ソヴェト機関の要職に後進的少数民族の生活､習慣､特殊性を知る人間
を引き込むため､後進的少数民族のコムニストには十月革命前からの党歴を必要とするポストに
就く際に一定の特典を定める｡

3.少数民族支部に統合されている､党中央委付属の民族セクションは､弱体である｡それを全権
を持つ部に改組して､機関を強化し権威を高めることが必要である｡

4.五年間の活動の総括と第12回党大会の民族問題決議にしたがって活動計画を策定するため､
ロシア連邦共和国後進的少数民族コムニスト仝露大会を近く召集することが必要である｡｣
この文書には手書きの添え書きがある｡筆者はストレルコフである(他の文書のサインとも照
合し確認)｡

｢ブロイド殿

第12回党大会民族問題部会にこのテーゼをお渡し願いたい｡

4月20日

ストレルコフ｣

しかし､自治州の昇格要求の動きも､ストレルコフの添え書きしたテーゼも､歴史の表の流れ

にはなんの影響もとどめていない｡後者については､これから検討する民族問題部会の議事録に
痕跡はない｡

それに､自治州の自治共和国‑の昇格要求については､たとえ｢スターリンとブロイドの交渉｣
があったにせよ､問題にもなりえなかったであろうと断言しうる｡なぜなら､この時すでにスタ
ーリンは別な方向へ決定的な一歩を踏み出していたからである｡

23年2月4日スターリンは｢仝政治局員宛､極秘｣の覚書17を送った｡

｢政治局が党と国家建設における民族的契機についてのテーゼの作成を私に委ねた｡党建設に
ついては新しいことを言う必要もあるまいが､国家建設については同盟についての憲法に若干の
本質的な修正を加えねばならないかもしれない｡したがってテーゼ作成の前に､同盟建設の若干
の問題について政治局の明確な見解を得る必要がある｡そういう問題は､私の見るところ､三つ
ある｡

1.第一の問題｡共和国は同盟に現存の連邦体(ロシア連邦共和国､ザカフカス連邦)を通して
加入するのか､あるいは､独立に､個々の国家として(ウクライナ､グルジア､トウルケスタン､

バシキール等)加入するのか｡
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この間題は東方の少数民族の間と部分的にはグルジア人の間で激しく議論されている｡
個々の共和国としての加入には､疑いもなく若干のプラスもある｡ (a)独立共和国､自治共和

国の民族的欲求に応える､ (6)3段階(民族共和国一連邦体一同盟)から2段階(民族共和国一同
盟)になる｡しかし本質的なマイナスもある｡ (a)たとえばロシア連邦共和国を解体して､新た

な里とヱ共和国〔ルスキィ､下線は原文〕を創らねばならず､大きな組織的建て直しをともなう､
(6)ロシア人住民を自治共和国からロシア共和国へと選別しなければならず､その際バシキール､
キルギス､タタール､クリミア等の共和国は首都(ロシア人の都市)を失う危険があり､いずれ

にせよ深刻に領域を裁ち直さねばならず〔境界の引き直し〕､ますます建て直しを複雑にする｡
プラスは明らかにマイナスに凌駕されている｡

したがって同盟への連邦体を通しての加入を有効のまま堅持すべきである｡

2.第二の問題｡同盟中央執行委のほかに､平等原理に基づく同盟のあらゆる民族の代表制であ
る並行的な同盟機関を創設すべきではないのか｡

憲法に諸民族の欲求に出口を与える修正を加えるべきであると考える｡同盟中央執行委の上に､
独立の民族代表制の機関を置くことには反対である｡
(a)同盟中央執行委は二院で構成される､同盟会議coIO3HOe Co6paHHe (比例原理に基づく労農

の代表制)と同盟ソヴェトcoIO3HhI虫CoBeT (平等原理に基づく民族の代表制)｡

(6)同盟ソヴェトには､共和国と｢ロシア人(中央ロシア)､共和国は持たないが､中央諸県か

ら代表を送る｣の各4代表､民族州から各1代表(8自治共和国×4+ロシア4+ウクライナ､
ベロルシア､グルジア､アゼルバイジャン､アルメニア×4+13民族州×1‑69)0

(B)法律は二つの院を通す｡

(r)同盟中央執行委幹部会と同盟人民委員会議は､両院合同会議で選出される｡会期の間は同
盟中央執行委幹部会が最高権力を担う｡

自明のことであるが､この提案が採択された場合､民族問題人民委員部は廃止しなければなら
ない｡

3.第三の問題｡同盟人民委員会議に､統合人民委員部のほかに､教育､内務､農業､法務､保
健､社会保障の人民委員部も含むべきではないのか｡
我々､モスクワ人はこの間題を提起するイニシャチヴをとるべきではない､民族共和国の権利

の縮小を狙うと非難されるだろう｡しかしもし民族活動家自身がこれを提起し主張するなら(第
10回〔仝ロシア〕ソヴェト大会でウクライナ人の側からそういう試みがあった)､次の提案を予

備に持っておいてよい､ (a)同盟人民委員会議あるいは同盟幹部会に付属して当該分野の評議会
を創る､ (6)評議会には共和国人民委員部の代表が加わる､ (B)評議会議長は同盟人民委員会議に

人民委員の資格で加わる､ (r)その共和国人民委員部にたいする権利･義務は統制機能にとどま
る｡｣

第一点は連邦を通しての同盟加入､

冒頭でグルジアとトウルケスタン､バシキール､次いで東方の少数民族とグルジア人の動き､
が並列され､ワンセットのものとして問題が立てられていることに注目すべきである｡

グルジア反対派の同盟への直接加入の要求を､異様なほどの頑なさで､拒絶した大きな理由は､
ザカフカス連邦の問題というより､すぐれてロシア連邦共和国そのものの問題､トウルケスタン､

バシキール等の自治共和国､自治州､少数民族との関係の問題であった｡そうであればこそ､グ
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ルジア等の独立共和国の動きと､自治共和国､自治州､少数民族の動きが連携､連動することへ
のスターリンの危慎､警戒心はきわめて強かった｡先に指摘したスターリンの原イメージ､ ｢ル

スキイ｣の論理もそのまま繰り返されている｡

第二点の｢同盟中央執行委の二院制｣について､
この最初の提案から､第二院の構成について､ ｢ロシア人枠｣を含めて､細かい数字を挙げて
いる｡スターリンにあっては､ウクライナ､グルジアは､自治共和国と同等の扱い､つまり｢自

治化｣案そのものが発想の起点であることを確認しておこう｡
さらに民族問題人民委員部の解体について､

スターリンは､第二院の創設と民族問題人民委員部の解体を最初から表裏一体のものとして提
案していた｡

第三点の人民委員部の構成､
同盟人民委員部､統合人民委員部､共和国人民委員部の三つのカテゴリイ(表2､参照) 18を

根本から変更して､二つのカテゴリイ化の案である｡六つの人民委貞部は､共和国人民委員部か
ら限りなく統合人民委員部に近いもの(表では●印)に変更される｡同盟中央機関への従属を決
定的に深める､露骨な中央集権体制強化である｡ ｢我々､モスクワ人｣が表に出るべきでないと
いうスターリンの思惑もその点にある｡

この史料の所在について｡スターリンの三点にわたる主張と､民族問題人民委員部解体の断言
を含む､このきわめて重要な史料は､中央統制委員会のアルヒーフの｢グルジア問題｣関係のフ
ァイルにも含まれておらず､モロトフのアルヒーフの中に見出した｡

スターリンは2月19日民族問題テーゼ案19を作成した｡案としては異例のように思われるが､

印刷文書のかたちでアルヒーフにある｡それは2月21‑24日党中央委総会にかけられた｡

スターリンのテーゼ案は､つとに明らかにしたように､レーニンの依頼を受け､民族問題書簡
によったトロツキイの要求によって､大きく修正された｡スターリン案は､ Ⅱの(1)(2)で｢地方

の民族主義｣と｢ロシア排外主義｣を並列し､ (3)で｢この二つの偏向を共産主義の大義にとっ
て有害で危険なものとして非難｣していた｡これにたいして､トロツキイの要求により修正され､

3月22日政治局が承認したテーゼは､ ｢この二つの偏向を‑非難し､大ロシア排外主義‑の偏向
の特別な害悪､特別な危険性に党員の注意を向けさせ｣るとした｡今では3月6日､ 7日のトロ
ツキイとスターリンの覚書20のやりとりも読むことができる｡

この大ロシア排外主義こそ主要な危険とする本質的な修正にたいして､党大会での論戦で主流

派は不満､反対の本音を繰り返し浴びせたが､党大会決議では修正された文案をそのまま通し
た｡

民族問題人民委員部解体と表裏一体のものとして提案された二院制の問題を中心に､我々の考
察を進めよう｡

テーゼ案でスターリンの挙げた二院制の論拠を整理しておく｡
Ⅰ･(5)で｢同盟の課題実現のためには､二つの条件が不可欠､ (a)連邦のすべての民族に共通の

必要と要求の正しい考慮､ (6)連邦の個々の民族だけに固有の特殊性の正しい考慮｣ 〔強調は原文〕

であり､そのために現存の｢民族にかかわらず連邦の労働者､農民の必要と要求を代表する機関｣
と並んで､ ｢個々の民族の特別な必要と要求を反映しうる特別な機関｣を創設する｡ ｢同盟会議は

ソヴェト大会で選出｣ ｢同盟ソヴェトは各共和国から同数で､諸共和国中央執行委によって選出｣
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表2

人民重点部の構成についての詩集
｢自治化｣秦 偖ﾈﾈ

外務

ｲ

ﾘ橙

陸海軍

ｲ

ｲ

運輸

○

ｲ

郵便電信

労働

ｲ

財政

ﾒ

佰ｲ

○

丙5"

□

[コ

保健

丙5"
丙5"

社会保障

ﾒ

◎

ﾒ

丙5"

●

丙5"

●

[コ

ﾅﾒ

丙5"

ﾒ

ﾒ

◎
□

ﾒ
丙5"

[コ

佰ｲ

[コ
[コ

ﾅﾒ

●

ﾒ

[コ

丙5"

●

民族問題

ﾒ

◎

[コ

●

丙5"

□

｢

ﾅﾒ

ｲ

⊂]

丙5"

ﾈ

●

丙5"

[コ

◎

◎

丙5"

丙5"

ﾒ

ｲ
ｲ

○*
｢

憲法

ｲ

◎

ｲ

沓

ｲ

○*

ﾈ

◎

◎

内務

ｲ

○

86

○*

ｲ

◎

◎

ﾒ

法務
教育

ｲ

X4

◎

ｲ

○

ﾒ

ﾒ

□

ｲ

○

◎

ﾒ

ムデイヴアニ 提案

○

ｲ
ｲ

◎

ｲ

農業

ｲ

◎

ﾒ

ｦ

○

○

丙5"

ﾒ

ｸ8ｨ92

ｲ

最高国民経済会議

食糧

条約

○

外国貿易

労農監察

ﾈ宛2

○

[コ

丙5"

ﾒ

丙5"

⊂]

佰ｲ

(□)

同盟人民委員会犠

人民委員軒

共和国人民婁兵舎檎

練兵､別紙長

I

凭

級長､副親展

‑I

I

I

I

‑

>;

代表…

r■

■■■■‑‑■■■■■■■■■■■

短命

人民委員部は(1)同盟人民委員部〔○〕､ (2)競合(同盟･共和国)人民委員部〔◎〕､ (3)共和国人民

委員部〔□〕の三つのカテゴリイに分けられた｡同盟の人民委員会議を構成するのは､議長､副議長､
(1)と(2)の人民委員である｡同盟構成共和国の人民委員会議は､議長､副議長､ (2)と(3)の人民委員､

これに(1)の全権代表が加わる｡この全権代表は､ 24年憲法によれば､同盟人民委員部に｢直接従属｣

し､現地では｢共和国中央執行委の決定に従って､審議権あるいは議決権を持つ｣､即ち中央の代表であ

る(ウクライナ草案の場合〔○*〕､共和国にも人民委員部があり､それが同名の同盟人民委員部に｢従
属｣する)｡ (2)について､ 24年憲法は｢統合人民委員部の､同盟構成共和国の領域内でその課題を実行

する機関は､その共和国の同名の人民委員部である｣と述べる､つまり中央の｢指令｣に従って活動す
る｡ ｢指令人民委員部｣とも呼ばれるのはそのためである｡ ●については､スターリンの覚書の項参照｡
(∋ ｢自治化｣案

1922. 9.23‑24 (括弧内は採択案で変更)

(参十月総会決議

1922.10. 6

(参条約

1922.12. 30

④スターリン覚書

1923. 2. 4

(9

1923. 4.25

ムデイバニ提案

(む ウクライナ草案

1923. 6.8‑16

⑦憲法

1923. 7.6/ 1924. 1.31
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とする｡

｢覚書｣と比較すれば､数字は一切出さず､一般論になっている｡

4月17‑25日第12回党大会が開かれ､最終日の4月25日に民族問題部会21が開かれた｡

ここでは民族問題部会について､ムデイヴァニ提案をめぐる対立と､二院制にかかわる論争の
みに限定して､検討する｡
グルジア反対派のムデイヴァニ(③172)は｢ソヴェト同盟組織案｣ (⑤155‑156)を提案した｡ 11項

目からなり､同盟の基本構造は第1項にうたわれている｡ ｢ソヴェト同盟は､現存の独立共和国､

自治共和国､州から､平等原理に基づき比例代表制の原則によって形成される｡註 独立共和国､
自治共和国､州の現存の階層はこれによって廃止される｡｣ 22

これと並んで｢同盟中央執行委の選出を､同盟ソヴェト大会ではなく､個々の共和国ソヴェト
大会で行なう｣こと(第2項)､人民委員部の構成について(第5‑8項)二つのカテゴリイにし､

共和国権限を拡大すること(表2､参照)が､提案のポイントであると強調している｡第9項で
必要なら｢共和国の地域的連携｣もうたっている｡スターリン案の｢第二院は､まったく権限な
しであり､絶対的に必要ない｡｣ ｢すべての民族共和国がそのものとして加わる､一つの大きな同
盟的統一体を創るのだ(議場から一州も)｡そうだ｡｣ ｢ザカフカス共和国は､人為的に創られた｣

ものであり｢巨大な同盟を創設する今となってはまったく必要ない｡｣
ウクライナのフルンゼ(③178)は､ムデイヴァニ提案に反対し､ ｢図式的で官僚主義的､レーニ

ンが批判した行政的なアプローチ｣と切り捨てた｡
第二院について､ウクライナは独自案を出し､スターリンと鋭く対立していた｡第二院には

｢独立共和国だけが入るという考えが､ウクライナ党テーゼとロシア党テーゼの主要な意見の相
違点｣ (4月4‑10日ウクライナ党第7回協議会へのフルンゼ報告23)であり､自治共和国代表は

ロシア連邦共和国､ザカフカス連邦共和国の一部として入るべきだとした｡ウクライナのこの方
向とムデイヴァニ提案とは交わりようがなかった｡

フルンゼは､スターリン案では｢同盟に加わる諸国家についてではなく､個々の少数民族につ
いて述べられている｣､これでは｢旧来の民族問題人民委員部もどきのものに変わりうる(スタ
ーリン‑こう命じたのは中央委だ)｣､第二院が｢民族問題人民委員部の改悪版にならないかとい

う危倶｣があるとして､両院の｢完全な同権｣を主張した｡
ミコヤン(アルメニア人｡大会にはクバン黒海地方協議会からの代表､ ④158)は最初に｢スターリンのテ

ーゼに完全に賛成､ムデイヴァニ提案に絶対反対｣と述べた上で､ムデイヴァニ批判を展開した｡
第一にムデイヴァこの第二院不要論は｢同盟ではなく､同盟のフィクション創りを狙う｣ものだ｡

第二にムデイヴァこの､ロシア連邦､ザカフカス連邦を解体し､自治共和国､自治州も独自に同

盟加入する提案は｢反動的で､ソヴェト権力の破壊と果てしない民族紛争をもたらしうる｡｣北
カフカス､ザカフカスでは｢地域的統合なしでは民族的平和の確保は不可能である｡｣ムデイヴ

アニに尋ねる､案が採択されたら｢グルジアから完全に分離し､直接同盟に受け入れるのに同意
するのか､アジヤリア､アブハジア､南オセチアを｣ ｢ムデイヴァ二は､ロシア連邦共和国は容

易に分解できても､グルジアについてはそれほど容易にそうできまい｡｣
スルタンーガリエフ(④161)は｢すべての問題を二院制創設に帰するのは､正しくない｣ ｢二院制
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は必要である｣が､ラコフスキイ等の指摘した｢組織的混乱｣の問題があり､第10回仝ロシ

ア･ソヴェト大会でも批判が出された｡ ｢ロシア連邦共和国の機関と自治共和国の機関の相互関
係の組織的混乱はなぜ創り出されたか｡｣ ｢自治的人民委員部｣とされた農業､教育等でも､ ｢ロ

シア連邦共和国の農業､教育人民委員が､人民委員会議に加わり､自治の分野の問題に関する審
議､布告採択にも加わる｡｣同盟創設に際し｢この混乱を一掃する必要がある｡｣民族問題の実践
的解決は｢ムデイヴァニ提案の形態になる｡ソヴェト共和国同盟にはロシア共和国､自治共和国､
旧独立共和国､自治州が加入するのだ｡｣スターリンは現存の連邦維持を主張する､ ｢よろしい､
首尾一貫しよう､どうしてザカフカス連邦だけなのか､カフカス連邦､ないしは北カフカス連邦

は○グルジア人偏向者をザカフカス連邦の形成に同意しないからと叩く一方で､チェチェン人と
カバルダ人が一つの連邦に統一するのを許しはしない(議場から一彼等は要求しなかった)｡要
求した(議場から‑しなかった)0 19年に東方諸民族共産主義者大会でバシキールとタタールの

統一要求が出された時､なぜこの共和国は形成されなかったのか｡同盟の内部での連邦をザカフ
カスについて認めるのなら､なぜトウルケスタン､キルギス､バシキール､ブハラ等には認める
べきではないのか｡｣

第二院を民族問題人民委員部と絡めた批判がいくつか出された｡イプラギモフ(バシキール､ ④
164)は｢第二院は､民族問題人民委員部のような機関となったら､何にもならない｡自分はそこ

で活動していたが､中央諸機関はこの人民委員部をほとんど考慮してこなかった｣として､第二
院の強い権限を求めた｡ ｢辺境のソヴェト化､その実質化｣の重要性を強調するホジヤノフ(トウ
ルケスタン､ ③175)は｢民族院は､目をそらすためにではなく､実際的活動のため､完全な権限を

付して､組織されるべきである｣ ｢仝露中央執行委よりも大きな権限｣であるべきだ､ロシア統

治は｢ソヴェト化されていない民族的辺境｣の統治より容易なのだからと述べた｡
スターリン(④169)は反論する｡ ｢フルンゼは､私が民族問題人民委員部の再版のようなものに
するつもりなのだと言った(フルンゼーそうなりうると言ったのだ)｡｣第二院の構成について､

｢中央ロシアも共和国の資格で｣代表を送るロシア人枠も含め､細かい数字を挙げる｡ ｢私は二年

間民族問題人民委員部の廃絶のために喧嘩し､拒否された｣､民族問題人民委員部は｢何もしな
い､仕事にブレーキをかける機関｣であったが､第二院は｢大ロシア排外主義にたいする馬勤｣
となるのだと､民族問題人民委員部解体が年来の主張であったと言い放った｡
｢きわめて狭滑に問題にアプローチしたのはムデイヴァ二だ､要求しているのはロシア連邦共

和国の分解､独立共和国への変形のシステムへの即時移行であり､それ以上でも以下でもない｡
ムデイヴァこの委任を受けて､スルタンーガリエフが､即時にロシア共和国を形成せよと言って
いるに違いない｡｣

スターリンの連邦維持論が､ザカフカス連邦の問題というより､すぐれてロシア連邦共和国そ
のものの問題､自治共和国､自治州､少数民族との関係の問題であったことは､すでに見た｡か
って､ ｢自治化｣案に大賛成として､論を展開し､スターリンを苛立たせたスルタンーガリエフが､

今度はスターリンのその連邦維持論を逆手にとって､自治共和国､自治州が｢下から｣連携し､
地域的なブロック‑連邦として立ち上がる権利を認めよと主張した｡そうなれば､ロシア連邦共
和国の虫食い状態どころか､まったくの空洞化である｡スターリンにすれば､グルジア反対派の
ムデイヴァ二が､ザカフカス連邦解体要求からさらに進んで､ロシア連邦共和国の自治共和国､

自治州の｢下から｣の｢自治化｣構想に手をさしのべ､すべての単位が横並びとなる｢同盟組織
案｣を提案する｡そしてスルタンーガリエフがこれに呼応し､賛成論を展開する｡スターリンは､
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ムデイヴァことスルタンーガリエフの連携を口にしている｡すでに見てきたように､それはスタ

ーリンの危倶し警戒してやまなかった状況であった｡
二院制について､党中央委二月総会がどう決定したのか､をめぐって､スターリンとラコフス

キイが激突する｡
スターリン(⑤164)は､二月総会で二院制は承認された､第二院の4 〔ウクライナ案の4共和国〕

か､すべて〔スターリン案のすべての民族〕か､も決着済みだ､ラコフスキイ提案もクイブイシ

ェフ提案も否決されたのだ､と強調した｡
ラコフスキイ(⑤165,166)は｢総会決定を発見した､スターリンは間違えている｣として､決定

を読み上げる､
｢(B)二院制問題は､もっと一般的な形で､民族問題解決のためのもっとも合目的的な途の一つ

として党からソヴェト機関へ推奨する形で表現する｡
(X)テーゼを最終的に仕上げ､政治局に提出するために､スターリン､ラコフスキィ､ルズタ

ックの委員会を創設する｡｣

だから二院制の｢形態｣はまだ決まっていない､党大会ではもっと一般的な決議を採択するよ
う提案する｡ ｢二院制を原則として承認し､その組織化は中央委に委ねる｡｣
フルンゼ(⑤168,170)は､スターリン案ではロシアに｢決定的､圧倒的な多数票｣となると批判

し､修正案を提案する｡
スターリン(⑤169)は､同盟構成共和国の代表のみで構成するというウクライナの主張を｢官僚
主義的なシンメトリー｣と擬ね付ける｡
採決(⑤170)で､ラコフスキィ､フルンゼ提案は否決され､テーゼ案が採択される｡
ウクライナ側は､スクルイプニク(⑤170) ｢第二院に加わる共和国は一つとして半数以上を占め
ない｣､ラコフスキイ(⑤170) ｢2/5以上占めない｣との制限条項を提案する｡スターリン(⑤170)は

｢けっしてバシキールやタタールの代議員はロシアの代議員と一緒にならない｡はたして大会で

諸民族活動家の中央にたいする統一戦線の数多の事実がなかっただろうか｡同様なことが上院で
もおころう｣と､榔旅する｡

ラコフスキイ(⑤171)は｢我々は､民族として国家統合体に加わるのではなく､国家として加わ
る｣のだ､ ｢あなたの定式はカモフラージュされた大国主義だ｣と非難し､スターリン(⑤171)は

｢若干の連中が陥っている憲法主義的クレテン病に陥ることはできない｡官僚主義的シンメトリ
ーのために基本的原則を破ることはできない｣と応酬する｡
部会でも､その後の本会議でも､二院制についてのウクライナ提案は敗れた｡
ムデイヴァニ提案は､最初はテーゼ第2項への修正案｢ソヴェト同盟組織案｣として出された
が､ ｢議場から‑テーゼ冒頭とは関係ない､第9､ 10項だ｣ (⑤155‑156)の発言をうけて､第10項

への修正の提案に変更された｡議事録(⑤166‑167)の記述は次の通りである｡
｢ムデイヴァニ

提案した案文に『もちろん必要な削除をして』それを第10項の(a)(6)(B)のか

わりとするよう提案する｡

議長 討論ぬきで基調として採決するという提案がある｡
〔ラコフスキイの上記の｢二月総会決定発見｣発言を挟んで〕
議長

ムデイヴァニ提案に移ろう｡討論をしないで､基調として採決するという提案がある｡

トロツキイ

今日の会議のテーマに関係ないものとしてこれを採決しないことを提案する｡ここ

には一連の条項があり､聴いていたが半分は聞き取れなかった｡この三つの条項は承認し､残り
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は資料として来るべき中央委に引き渡すことを提案する､今採決するのは難しい｡
ムデイヴァ二

日分の修正案を撤回する｡｣

議事録のこの記述には脈絡の通らないところがある｡

先に第12回党大会で採択された民族問題決議を見ておくと､

Ⅰの第9項｢同盟のすべての民族の共通の必要と要求ばかりではなく､個々の民族の特別な必

要と要求も完全に反映するように｣､現存の｢民族にかかわらず､仝同盟の勤労大衆の代表制で
ある機関｣と並んで､ ｢平等原理に基づく諸民族の代表制の特別な機関｣を創設する｡
一般的な定式である｡次いで第10項は､
｢(a)個々の共和国の権利､義務の平等の確保､ (6)例外なくすべての民族共和国､民族州を平等

原理に基づき代表する特別な機関の創設､これらの共和国に含まれるすべての民族を代表するこ

とを可能な限り考慮して｣等の7条件が列挙される｡決議には二つの院の名称すら含まれていな
い｡

中央委二月総会の決定をめぐる経緯と同じ様に､この党大会でも､スターリンは討論では事細
かな第二院の数字を主張するが､決議では具体的には決められていないのである｡

原則論､あるいは一般論を文面ではうたいながら､あるいは､この民族問題テーゼ案修正の場

合のように､本音とは異なる批判でも文面上はやすやすと丸呑みして受け入れながら､現実には
当初からの既定方針を強引に､既成事実として押し進める､それがスターリンのやり方であっ
た｡

ムデイヴァニ提案は､テーゼの個別の項への修正というよりは､現在進行形の同盟への全面的
な対案というべきものであった｡原則的な条件の項目に切り縮めて､結局撤回したムデイヴァ二
は､スターリンのやり方に翻弄された感が深い｡ (議事録の議長､トロツキイの発言は､第10項

の諸条件の案の扱いについての発言と読める｡)ともあれ､採決にすら持ち込めず､完全な敗退
であった｡はたしてムデイヴァことスルタンーガリエフの｢連携｣がどれほど実体的､政治的な

ものとして存在したのか､あるいはスターリンの過剰な警戒心であったのか､いずれにせよ､自

治共和国､自治州の｢下から｣の｢自治化｣構想も封じこめられた｡

第12回ロシア党大会は､本会議でも部会でも激しい論争が展開されたが､スターリンの勝利
に終わり､グルジア反対派は｢民族主義的偏向｣と断罪された｡
大会直後の5月4日中央統制委員会によってスルタン‑ガリエフは｢反党､反ソヴェト分子｣
として党から除名され､間もなくrnyに逮捕された｡

同盟憲法制定過程で､中央集権制批判､共和国の独立性擁護の急先鋒はウクライナのラコフス
キイ等であった｡特に同盟と共和国の人民委員部の構成､同盟と共和国の権限の区分と並んで､
同盟中央執行委の二院制の問題が鋭い争点となった｡

6月9‑12日党中央委と民族共和国､民族州主要活動家の第4回協議会が開かれた｡
第1議題｢スルタンーガリエフ問題｣で､中央統制委貞会報告によって｢反党､反ソヴェト活

動｣の答で断罪する決議24が採択された｡ ｢党によって要職(民族問題人民委員部幹部会議メン
バー)に就けられていたスルタンーガリエフはその地位を利用し｣と第1項は書き出されている｡
第2議題｢第12回党大会民族問題決議を実現する実践的方策｣で､スターリンは､ 6月4日
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政治局が承認した民族問題綱領案25を報告し､協議会の承認を求めた｡ラコフスキイ等と激しい
議論の応酬となり､スターリンはウクライナの主張を｢連盟主義｣として断罪した｡

協議会の第2議題の決議26はほとんど先の綱領案の追認であり､二院制についてはまったく同
文である｡

第2項｢同盟中央執行委の第二院の創設と同盟人民委員部の組織化に関連する諸問題｣で､
(a) ｢第二院の構成について｡自治共和国､独立共和国の代表(各4名､あるいは以上)､民族州
の代表(各1名で十分)｣ ｢第一院を同盟会議coIO3HhI虫CoBeT､第二院を民族会議C｡BeT
HaIJHOHanhHOCTe虫と呼ぶ｣､さらに(r) ｢立法機能を持つ二つの幹部会〔それぞれの院の〕を創設

するウクライナ人の提案は､合目的的ではない｡最高権力の二分であり､不可避的に大きな困難
を創り出すだろう｣とウクライナ案を批判している｡

再確認しておけば27､同盟憲法制定過程での､拡大憲法委員会の草案は､

同盟中央執行委は｢同盟会議｣と｢民族会議｣から構成､両院同権｡ ｢同盟会議｣は､同盟ソ

ヴェト大会により､同盟構成共和国代表から住民数に比例して選出｡ ｢民族会議｣は同盟構成共
和国､自治共和国､各5名､自治州､各1名で構成､同盟ソヴェト大会により承認｡あらゆる法

案は両院で採択されてのみ効力を持つ｡意見の不一致の場合は調停委員会､合同会議による｡
最終的な憲法は､

拡大憲法委草案と同じ構造､ただし｢民族会議｣ (同盟構成共和国､自治共和国､各5名､自
治州､各1名で構成)について､註｢アジヤリア､アブハジア自治共和国と南オセチア､ナゴル
ノ･カラパフ､ナヒチェヴァン自治州は各1名｣が加えられた｡

スターリンが当初繰り返し主張していた､共和国の資格での(中央ロシア､あるいは仮想のロ
シア〔ルスキイ〕共和国の)ロシア人枠は､途中から消えている｡譲歩したのであろうか｡そう

ではなく､ロシア連邦共和国も｢同盟構成共和国｣の一つとして代表を出すとすれば､同数確保
される｡むしろ､スターリンがロシア連邦共和国を他の同盟構成共和国とは別格扱いにして､ロ

シア人枠の捻り出しにこだわったほうが奇異であって､それは彼が｢自治化｣案からすべてを考
えていたことの証左でもあった｡

Ⅳ

同盟憲法制定のための6月の一連の会議をうけて､ 23年7月6日同盟中央執行委第二会期は

｢基本法(憲法)を承認し､即時施行する｡第2回同盟ソヴェト大会の最終的承認に付す｣と決
定した(24年1月31日に最終的承認)｡

その翌日､ 7月7日仝露中央執行委第二会期は｢民族問題人民委員部解体について｣の決定28
を採択した｡

｢ロシア連邦共和国民族問題人民委員部が民族共和国､州の形成と､それの同盟への統合の事
業の準備についての基本的任務を完了したことを考慮し､仝露中央執行委第二会期は､民族問題
人民委員部の解体が時宜に適っていると考え､仝露中央執行委幹部会にたいし民族問題人民委員
部解体とロシア連邦共和国のしかるべき機関への業務移管の手続きをソ同盟の中央執行委ないし
はソヴェト大会の間近の会期までに制定するよう委ねる｡｣
表1に掲げた10月1日現在の民族問題人民委員部の部局､代表部一覧と､スタッフ名簿29は

130

｢民族問題人民委員部諸機関の解体､移管に関する全露中央執行委の特別委員会｣ (後述)と題さ

れたフォンドの｢財務人民委員部財務監督局との往復文書｣の一件ファイルに残されている｡

11月8日｢民族問題人民委員部の解体とそこから生じる必要な措置の問題にかんする協議会｣
(議長ブロイド) 30が､同盟中央執行委と民族問題人民委員部協議会のメンバーの出席で開かれ､

第1回会議ではブロイド報告をうけて､法制面での修正点､翌日の第2回会議では諸機関の移管

先等が決められた｡第2回会議議事録には｢民族問題人民委員部にたいし､諸機関の解体と代表
部の異動が23年12月1日までに完了するよう､仝露中央執行委幹部会に請願することを求める｣
とある｡

三週間とは事を異常なほどに見くびっていたことに驚かされるが､この時点で予定されていた
のは｢代表部の異動｣であったことも確認しておこう｡

12月19日民族問題人民委員部の共産党細胞総会が開かれた｡ここで指導部への批判が噴き出

した｡議事録31によれば､ブロイドの｢民族問題人民委員部解体に関連しての民族問題人民委員
部の活動報告｣をうけて､ 7項目の決議が採択された｡

｢1.報告を聞き､民族問題人民委員部の過去の活動は正しかったと認める｡

2･民族問題人民委員部の解体の面での民族問題人民委員部幹部会議の活動は非系統的に行なわ
れたし､行われていると､認める｣､以下､ ｢3.至急協議会に解体の具体的計画を提示せよ｣､建
物関係の要求､ ｢6.適当な建物が見付からない場合には､トウルブニコフスキイ横丁､ 19番の建

物を代表部､東洋学協会､民族部､連邦土地委員会等の管理下にとどめるよう請願することをブ
ロイドに委ねる｣等である｡

この決議の第2項が民族問題人民委員部での対立､抗議の動きの口火となった｡提案したのは
ストレルコフ(ヴオチヤク代表部)である｡

12月21日セヂェリニコフが｢投票理由について(民族問題人民委員部の共産党員集団への書
簡)｣ 32を出して､民族問題人民委員部の指導部､とりわけブロイドにたいする激しい批判を展

開した｡セヂェリニコフは､民族問題人民委員部に属する連邦土地委員会のスタッフであり､名
簿には土地整備技師とある｡ [末尾の補註参照]

書簡の冒頭で党細胞総会の顛末を述べる｡ブロイドは｢最初にして最後の｣報告を行なった｡
報告のあけすけな目的は､ストレルコフにたいして第2項で解体の非系統性を断定している｢あ
らかじめ準備された決議｣の撤回を強いることにあった｡しかしストレルコフは｢上役のテロル｣

にたじろぐことなく､決議を採決にかけた｡第2項を除いて､大多数で承認された｡第2項では､
票は絶望的に割れた｡ 3票は自己解体活動は｢ノーマル｣ (ブロイドの定式)､ 3票はストレルコ

フ案(｢非系統性｣)､ 3票は｢解体は系統的に｣､しかし協議会‑のしかるべき情報ぬきで行なわ
れている(ヴオンドルコフスキイの定式)､棄権が6｡私は別の細胞ということで棄権した｡民

族問題人民委員部の一員として､棄権する権利はないと迫られて､非系統案に票を投じた｡これ
が｢決定｣票となり､ストレルコフの第2項は｢相対多数｣で通った｡なんとかこれを｢取り消

し｣ ｢無害化｣しようという試みがありうる｡ ｢民族問題人民委員部の最後の日々｣の評価につい
て､とことん話し合う必要がある〔括弧は原文〕｡
かなり長い書簡のうち､セヂェリニコフの主張の要点を見ておこう｡

1.民族問題人民委員部解体の実務的計画について
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解体は､そのために官庁が存在していた全国家的な死活的必要性の完全な消滅が目の前にある
場合にのみ､適切でありえよう｡民族問題人民委員部の場合､まったく逆に､第12回党大会と

同盟創設にかかわるあらゆる法令が､いまこそ後進的少数民族にたいする実践的援助をこれまで
よりも､より良く行なわねばならないと､述べている｡公式にはロシア連邦共和国内だけで活動

していた民族問題人民委員部の廃絶は､したがって民族政策の原則的な宣言や法規から､それら
の実現のための仝同盟規模での実践的活動‑の移行を示すものでなければならない｡
民族問題人民委員部の機関は二つのグループ､実践的グループと学術的グループに分かたれる｡

実践的グループに入るのはロシア連邦共和国の自治単位の代表部､連邦土地委員会､少数民族部
であり､学術的グループには東方勤労者共産主義大学､東洋学研究所､仝露東洋学協会､中央東
方出版所と西方出版所､等である｡
実践的グループの機関の活動の死活の実践的必要性が､民族問題人民委員部廃絶の後､ますま
す増大していくことは､明らかである｡現実は､中央の大国主義的な残淳によって鼓舞される､

地方の植民者的な猛威の強襲から後進的少数民族をますます堅固に実務的に防衛することを求め
ている｡

解体の実務的計画の基礎は､急いで実践的グループの機関を強化し､新たな状況下での活動に
むけて訓練することである｡かくして代表部と連邦土地委員会が前面に出てくる｡
2. ｢ブロイドの計画と解体方法｣について

民族問題人民委員部の協議会は解体計画の実施のためのほかは､審議や承認のために一度とし
て集められなかった｡もっとも活動が必要な瞬間に､協議会は事実上まったく廃止された｡いか

に人民委員部解体はこれまで行なわれたか｡すべては戯画的なまでに官僚主義的に､厳しく｢秘
密裡に｣なされた｡すべてを知り､決めたのは｢頭目｣のうちの二､三人とその｢腹心｣であり､

残りのすべての人には彼等の決定が｢ひっきりなしに､青天の寮塵のごとく｣ふりかかった｡実

践的グループの全機関がその建物から､何処へかは不明だが､五日間の期限で強制的に立ち退か
される危険にさらされている｡ブロイドは学術的グループの機関だけの繁栄と幸福に関心がある｡
そこから彼の｢計画｣は発している〔括弧は原文〕｡

次いで､党細胞総会でのブロイド発言を七つ引用している｡売り言葉に買い言葉の応酬に一々
つきあう必要はあるまいが､そこに真実が透けて見える場合もある｡

｢なぜ諸君の今後の存在についての布告を通すために､仝露中央執行委に出かけなかったのか｡
諸君はナイーヴな人間だ､事は仝露中央執行委でではなく､党中央委で決まるのだということを､
ほんとうに諸君は知らんのか｡中央委の決定はここにある(脇ポケットを叩く)｡｣

｢なぜ連邦土地委員会をとっちめたのか｡連邦土地委員会では非党員の専門家がのさばってい
た｡スルタンーガリエフが電報で呼び寄せた輩がいた｡もしも廃止なら､誰一人にも手を下さな

かったろう｡しかし委員会は存続し今後も活動しなければならないのだから､他よりも大幅に減
らしたのだ｡｣

最後の点について､セヂェリニコフは書簡末尾で反論している｡ ｢ブロイドは実際にはコムニ

スト職員を『刷新』するために､連邦土地委員会をしめあげた｡スルタンーガリエフは誰もどこ

からも呼び寄せなかった､すべての専門家の職員は私が選び集めた｡結局､削減は起こらなかっ

たが､連邦土地委員会議長に無断で､我々に無縁の人物が職に就いた｡連邦土地委員会議長も
『廃止された』のだ｡ブロイドの説は､事後的な辻棲合わせだし､いかなる『スルタン̲ガリエフ

主義者』も連邦土地委員会にはいなかったし､いないと､説明を受けた一ケ月後にそうした｡｣
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さらに翌日付けの｢補足｣で､ ｢ブロイドの全露中央執行委幹部会‑の執掬な『欠席戦術』｣で

｢すでに何度も民族問題人民委員部の代表がいないために､解体官庁の諸機関の今後の存在の問
題が議題から外された｣と批判した｡
批判派にたいする締め付けが｢スルタン‑ガリエフ主義者｣ ｢非党員専門家｣のレッテルで行な
われていたのである｡しかも､断罪されたスルタンーガリエフが､幹部会議メンバーばかりでな

く､連邦土地委員会議長にも就いていただけに､いっそう厳しかったであろう｡書記長スターリ

ンの既定方針としての民族問題人民委員部の根こそぎの解体､批判派の排除が押し進められてい
たのである｡

24年1月21日民族問題人民委員部協議会の共産党フラクション会議33が開かれた｡
この日ブロイドは共産党フラクション宛に手書きの書簡34を送り､

｢革命前からの民族政策の分野での活動の七年目､まったく満足して活動している｣ ｢そういう

気分を抱く十分な根拠｣があると自負した上で､ ｢〔非難〕書簡についての諸君の沈黙は私を深く
傷つけるものである｣ ｢民族問題人民委貞部の活動から即座に解任し､民族分野ではない別の活
動に異動させるようにという書簡を中央委に送った｣と述べた｡

第1議題｢民族問題人民委員部解体に関連して代表部と民族部の地位とその建物について(報
告者クリンゲル)｣についての決定の要点は､

｢ソヴェト大会終了後ただちに民族問題人民委員部の代表部､民族部､その他の機関をしかる
べき官庁へ移す形式を立法機関で通すようあらゆる措置をとる｣､ ｢代表部に好適な建物の割当て
を求める､それまでは19番にとどまる｡民族部は代表部と一緒の建物に入るのが望ましい｣､

｢民族問題人民委員部からの資産の運び出しは中止されたとのクリンゲル声明を参考にとどめ
る｣､ ｢代表部と民族部は仝露中央執行委の負担で維持されるという決定を得るように措置をと
る｣､ ｢1月16日協議会で採択された代表部についての規定を立法的に通すことをクリンゲルに
委ねる｡｣

この最後の｢代表部規定｣のくだりが特に注目される｡これに直接対応する史料35がある｡
｢自治共和国､州のすべての代表部宛

1923年12月22日

代表部規定案を同封する｡ 27日正午までに訂正､修正提案を｡委員長ストレルコフ｣
｢規定案｣そのものはアルヒーフのファイルに見出しえなかったが､自治共和国､自治州の代

表部の側で民族問題人民委員部解体後の代表部について法制的にも基盤を固めようという具体的
な努力が続けられていたこと､ストレルコフがその先頭に立っていたこと､を明らかにしてい
る｡

二人の書簡問題について､フラクション会議は次のように決定した｡
第2議題､ブロイド書簡､ ｢ブロイドの辞表提出の理由を見出しえない､ブロイドと協議会と

の間にも技術的性格の諸問題にかんして若干の意見の相違があったにもかかわらず｡｣
第3議題､セヂェリニコフ書簡､ ｢(a)書簡を検討している民族問題人民委員部の共産党細胞ビ

ューローにたいし､フラクションは､十分な根拠なしに人民委員部次官と幹部会議メンバーの信
用を傷つけるもので､それゆえ形式的にも内容的にもまったく許しがたいものと見なすと､通知
する､ (6)ストレルコフ､ストラシュン､ハルトヴイツクの委員会の活動を承認し信任を表明す
る｡｣

｢ブロイドと協議会の意見の相違｣に触れながらも､セヂェリニコフ書簡への批判はきわめて
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手厳しい｡だがもう一人の当事者ストレルコフの加わる委員会‑の信任表明が対になっている｡

おそらく事情調査の委員会であろうが､委員会の性格､その信任の意味を解明する材料は残され
ていない｡なお､ストラシュンはユダヤ民族部の副主任､二人は自治州の代表部の代表である｡

1月30日今度はその民族問題人民委員部の共産党細胞ビューロー会議36が開かれた｡議題は
｢セヂェリニコフ書簡について｣のみである｡

｢1･セヂェリニコフ書簡には根拠があったと考える｡民族問題人民委員部の解体と､代表部､

部の配置替えとに関連しての､大多数の代表部と管理当局の間の不一致､絶え間ない狼狽､不満
を考慮すればそうである｡

2･その不一致や､解体計画の不完全な実現､部分的には定員削減(連邦土地委員会にかかわ
る)､家具の運び出し(同委員会からの)､立ち退き命令を指摘している部分についてのみ､書簡
は正しいと認めうる｡

3･書簡の形式は許し難い､特に主観的な興奮でブロイドを侮辱し信用を傷つけている部分｡
4･ビューローは双方に言い争いを清算し､事は終わったと見なすよう提案する｡党の統一のた
めに､細胞ビューローは､この件でさらに論争を起こすことはきわめて望ましくなく､許し難く､

非共産主義的と考える｡和解のイニシャチヴは細胞ビューローがとる｡

書記ジャック｣

書簡の指導部批判を異例にもほとんど取り入れた党細胞ビューローの決定は､双方への和解の
呼びかけで終わっている｡はたして事はこれで落着したのであろうか｡
アルヒーフに短い史料が残されていた｡

｢1月31日 民族問題人民委員部の党地方委総会の議事録抜粋37
ゴリドシテイン(ジャック､党細胞書記)の自分の解雇についての口頭での声明
決定

彼は定員削減により1月16日付けで解雇され､事実上は1月31日まで働き､ 2月1日

までの給与を支給されている｡地方委員会は､解雇の一週間前に予告されず､ 1月30日になっ

てようやく通告をうけた者として､労働法にしたがって二週間の解雇手当が支給されるべきと考
える｡｣

党細胞ビューロー会議のその日､党細胞書記は突然解雇を通告されたのである｡凄まじい批判
派､反対派の封殺である｡めまぐるしい各種の会議の連続は党員の間での亀裂の深さを示してい
る｡

これまでの文書にもあらわれているように､代表部､部局の配置替えへの不満は強かった｡
23年12月17日人民委員会議付属のモスクワ市過密緩和委員会の議事録38には､ ｢現在19番の

建物に配置されている自治共和国､州の代表部の事務室用に､別の二つの建物を割当て｣ると決
定し､ ｢この決定について､自治共和国､州の代表部が表明した､異なる建物に別々に配置され
ることは受け容れがたいという抗議を､参考にとどめる｣とある｡

24年1月17日｢配置替えと､資産､主として技術的設備の運び出しを中止せよとの協議会メ

ンバーの度重なる要請にもかかわらず｣作業が強行されているとの抗議状39がブロイド宛に出さ

れた｡署名の｢民族問題人民委員部の代表部､部局の配置替えについての全権代表｣に抗議運動
の組織化の動きが見える｡
さらに､ 2月18日｢19番の建物の居住者リスト作成のための委員会｣議事録40は｢仝露中央
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執行委の1月9日指令により､行政的立ち退き｣が迫られていた事実を明らかにしている｡
代表部､部局のスタッフの憤感はつのっていた｡

4月9日仝露中央執行委幹部会は､自治共和国､自治州の代表部の解体を決定した｡
4月11日｢清算委員会議長クリンゲル｣の名で｢自治共和国､州の代表部宛｣に通知4.が出さ
れている｡

｢仝露中央執行委幹部会の4月9日決定により､民族問題人民委員部付属の自治共和国､州の
代表部は解体され､代表部のかわりに仝露中央執行委幹部会に付属する自治単位の代表者の制度
が設けられることを､通知する｡｣まさに一片の官僚的な通知は､紋章印､スタンプの大至急の
返却を命じている｡

この日､ 4月11日｢民族問題人民委員部諸機関の解体､移管に関する仝露中央執行委の特別
委員会｣の議事録42は議長にクリンゲルを選出したと記している｡

清算委員会と特別委員会の関係は､不明確な部分もあるが､民族問題人民委員部サイドからの
文書の場合には｢清算委員会｣を､仝露中央執行委サイドからの通知､命令文書には｢特別委員
会｣を名乗っているとすると､了解しうるものが多い｡いずれにせよ､最終段階では議長はとも

にクリンゲル(民族問題人民委員部幹部会議メンバー)である｡実質は同じメンバーであったと
思われる｡

たとえば清算委員会からの4月12日人民委員会議幹部会議宛の文書43､

｢仝露中央執行委の4月9日決定により民族問題人民委員部諸機関の解体の期限は5月1日と
定められた｡それゆえ清算委員会は人民委員会議にたいし予算外の融資を請願する｣ ｢清算委員
会の4月分の経費｣ ｢3009p.40k.｣を要請している｡この件は結局､ 5月3日人民委員会議が
｢3000p.｣を認めている44｡

今後はどうなるのか､特別委員会は諸機関に向けて中央紙に公告45を出している｡

｢4月9日仝露中央執行委の民族問題人民委員部の解体についての決定と､進行中の民族問題
人民委員部管轄の諸機関の中央諸機関‑の移管に関連して､特別委員会は通知する｡

地方でのソヴェト権力の民族政策の実施にかんするあらゆる問題､すべての自治共和国､州に
共通の問題については､仝露中央執行委幹部会に訴えるべきであり､それに付属して少数民族部
が組織される｡

個々の自治共和国､州にかんする問題については､仝露中央執行委幹部会に付属するその共和
国､州の代表者に直接訴える｡

連邦土地委員会の事柄については､全露中央執行委幹部会に付属するその委員会の幹部会に訴
える｡｣

最後に同盟中央執行委に移管された学術機関について述べている｡
しかしこれについては同盟中央執行委の文書の記述に譲るべきだろう｡ 4月18日同盟中央執
行委幹部会は､移管について最終的な決定46を下した｡

｢下記機関を同盟中央執行委幹部会の管轄に収める､
モスクワの東洋学研究所とレニングラートの東方言語学院､

全露東洋学協会は､ソ同盟東洋学協会に改組の上､
中央東方出版所と西方出版所は､ソ同盟諸民族中央出版所に統合の上､
東方勤労者共産主義大学｡｣

｢5月3日〔資産譲渡〕証書47にしたがい民族問題人民委員部から全露中央執行委が受領した資
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産目録｣ 48は､備品目録であり､たとえば｢事務机､松材｣､備考欄には｢抽斗なし｣ ｢横板なし｣

等の記載もある｡ ｢民族問題人民委員部資産引取り委員会｣が幕引き役である｡
そして､とどめは5月7日特別委員会の命令書49､

｢全露中央執行委幹部会‑の民族問題人民委員部中央機関の業務移管の終了に鑑み､ 5月7日
から解雇｣として15名の解雇が告げられている｡

民族問題人民委員部の自治共和国､自治州の代表部について､この時｢移管｣されたと記す書
物があるが､間違いである｡民族間題を専門的に扱う人民委員部の常設された代表部と､第二
院‑民族会議の創設を前提として､代表がモスクワに駐在するのとでは､根本的に位置付けが異
なる｡しかも､代表部､部局の建物の配置替え､そこに居住するスタッフの家族ぐるみの追い立

て､混乱と憤感の中での解体の強行､そして最終段階での代表部の解体決定の通告である｡
ソヴェト同盟の形成にあたって､自治共和国､自治州等の少数民族の中でも､ ｢下から｣の

｢自治化｣構想や､自治州の自治共和国への昇格要求等､具体的な要求を掲げた活発な動きが展
開されていた｡スターリンによる1922‑24年の民族問題人民委員部の解体とその代表部の解体は､

独自の声を強めはじめた少数民族の主張､要求を封じこめ､批判や抗議の動きを踏み抜いて､行
なわれたのである｡
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補註

T. IO. KpacoBHIJKa月. HaqHOHaJIbHhle 3JIHTbI KaK COqHOKynhTyPHhI血中eHOMeH COBeTCKOii

rocyJtaPCTBeHHOCTH (oKT月6pb 1917 I 1923 r.)･ noKyMeHThI 班 MaTePHanhI. M., 2007, CTP.296, 310.近年､民族

問題人民委員部の主要活動家の身上調書アンケート‑の回答票が史料集として刊行された｡本稿で注
目した二人も含まれている｡ストレルコフIleTPA中aHaCbeBHtICTPeJIKOBの回答票には､ 1887年生まれ､
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ヴオチヤク人､指物師､准獣医師､ 1922年8月民族問題人民委員部ヴオチヤク代表部の代表に就任､
23年6月土地問題高等司法参事に任命､等とある｡セヂェリニコフTHMO￠e血HBaHOBHq CeJIemhHHKOB

のほうは､ 1876年生まれ､ロシア人､ ｢カザ‑クの子｣､測量技師､土地問題研究者､ ｢キルギス語が

喋れる｣､ 1923年1月連邦土地委員会の土地整備専門指導員に就任､等とあり､ ｢どこ/誰の推薦で採
用されたか｣の設問に｢スルタンーガリエフの斡旋あり｣と回答している｡本稿で論じたように､ ｢ス

ルタンーガリエフ主義者｣､連邦土地委員会の土地問題専門家等､このとき集中攻撃を浴びた人々の相
貌が二人の回答からも浮かび上がってくる｡
セヂェリニコフについてさらに触れておく｡彼はオレンブルク･カザ‑ク出身で､ 1906年同カザ‑

クから第一国会に選出､トウルドヴイキ会派に属した｡ 1918年12月にロシア共産党に入党｡

1919年7月キルギス軍事革命委員会が創設され､民族問題人民委員部のイニシャテイヴ･グループ
とともに､キルギス自治共和国創設のため仝キルギス[カザフ]大会招集の準備に取り組んでいた
[1920年代半ばまでカザフ人はキルギス人と呼ばれていた]｡内戦期の自治主義派政府アラシュ･オル

ダのメンバー等にも大会参加を認めるかどうか､大会の民主的原則か階級的原則かで激しい闘争がお
こり､セヂェリニコフは民主的原則を主唱した｡

1920年3月セヂェリニコフ等､キルギス軍事革命委員3名は､モスクワの第9回共産党大会へのこ

の地方からの代議員に電報を送り､党大会が｢諸自治共和国内での少数民族の自決の実際的なリアル
な保証｣を定め､ ｢地方の県郡の帝国主義者の近視眼的な､しばしば挑発的噺笑的な戦術｣を厳しく
批判し､地方の植民地化は許しがたいと認めるよう求めた｡キルギス軍事革命委員会と共産党フラク
ションの拡大会議はこの電報を非難した｡ 4月27日キルギス軍事革命委員会は共和国創設大会招集の
セヂェリニコフ提案を｢全市民の代表制｣に化してしまうと否決､セヂェリニコフ等は抗議し退場し

た｡ ｢階級的に異質な分子｣には選挙権を認めない方針が承認された｡地方組織ビューロー幹部会は
セヂェリニコフを｢民族主義的煽動｣で非難し､委員会を作り､党の裁判にかけて軍事革命委員会か
ら除名するようその資料をモスクワに送った｡ 4月23日にセヂェリこコフはレーニンに書簡を送り､

憂慮すべき現地の状況を詳しく述べた｡ 5月5日､ 6日に仝露中央執行委､党中央委､民族問題人民
委員部にたいして､仝露チェカーに彼の件の調査を委ねるよう訴えた｡反応がえられないのに抗議し
て､ 5月20日共産党離党声明を出している｡ 5月30日レーニン宛に再び書簡を送っている｡ 1920年
のキルギス自治共和国の創設大会招集の原則をめぐる激突の経緯である｡ 《MHeHHe 6e3 IIPHKPaC''.
rIHCbMO tlneHa KHpBPK T･ H･ CeJtenbHHKOBa B･ H･ JIeHHHy･ 1920 r･ (n･ A･ AMaHXOJIOBa).一･･HcTOPHtleCKH血

apxHB)), 1994, N94, cTP･67‑82.

民族問題人民委員部の指導機関の議事録については､その議題一覧とアルヒーフ史料の周到なレフ
ァレンスが近年刊行されている｡

1922年6月12日民族問題人民委員部幹部会議は｢辺境の経済的復興大会の準備委員会の活動につ
いて､及び､モスクワ法廷で強制労働を宣告されたセヂェリニコフを､仝露東洋学協会での活動とこ

の大会招集の準備活動に参加させるため専門家として登用する許可を司法人民委員部に申請する必要
性について｣を第6議題としている｡ rIpoTOKOnhI PyKOBOA叩HX OPraHOB HapoAHOrO KOMHCCaPHaTa nO
JlenaM HaqHOHaJIbHOCTe血PC◎CP･ 1918‑1924 rr･ KaTa乃Or AOKyMeHTOB. M., 2001, CTP.145, 247.この宣告の顛

末は詳らかではないが､専門家として復権されたのである｡
そして､本稿で検討した1923年12月セヂェリニコフ書簡はそれから一年半後である｡少数民族の

自決を強く主張してきた活動家であり､本稿で検討した民族問題人民委員部解体をめぐる動きもまた
その‑局面であったのである｡

