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1. はじめに

I 

混乱・低迷の続くロシア農業の現状の中で，ひときわ目をヲ|くのが個人農(フ

ァーマー)経営の急テンポでの創出である。 1991年から本格化したこの動向は，

1992年に入りきちに加速している。 1992年1月1日時点で4万9，000を数えた

ロシアの農民経営数は，その後 4ヵ月間で 2倍以上になり， 10万を越えるにい

たった(1)。しかしながら，現在のロシア農業の中核を成しているのは，依然

としてコルホーズ・ソフホーズであり続けている。ロシアの個人農経営は，全

体で約410万ヘクタールの土地面積を占めているが，これは共和国の農業企業

の占める総土地面積 6億4.070万ヘクタールの約0.6%に相当するに過ぎないの

である。すなわち，ソ連時代に形成された農業構造が，現代のロシア農業に対

して依然として決定的な重みをもっているのであり，現存するソフホーズおよ

びコルホーズの今後の再編がロシア農業の今後を左右するのである。なかでも

ソフホーズは，耕地面積・総生産物でコルホーズを上回っており(表 1) ，改

革の今後を展望するうえからも，その抱える問題の解明は今まさに現代的意義
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表 1 ロシアにおけるソフホーズとコルホーズ

1970年 1980 1985 1986 1987 1988 

播種面積(百万ヘクタール)

ソフホーズ 54.3 64.1 61.0 61.0 62.3 62.1 

コルホーズ 58.5 55.6 52.6 52.6 52.8 52.7 

農業産物生産高 (10億ループリ1))

ソフホーズ 25.8 35.9 41.2 44.4 44.3 45.6 

コルホーズ 29.5 25.8 29.2 31.5 31.2 31.6 

出所:陀:qcPB U 岬pax8 1988 r. .M..1989. CTp. 156， 158， 160-161. 
注. 1) 1983年価格による.

を帯びている。

ソフホーズの抱える問題は，まさに歴史の中で形成されてきたのであり，そ

の正確な把握のためにはソフホーズ史研究が必要とされている。だが，このよ

うな重要性にもかかわらず，ソフホーズ史は研究史上の空白として残されてき

た(2)。これは，コルホーズ史に関してはスターリン主義の問題とも関連して，

すでに多くの実証的研究が存在していることと著しい対照を成している (3)。

現代研究者は従来，このようなソフホーズ史の空白に関して関心を示す例は少

なかった。すでにソフホーズはコルホーズと大きな差異のない存在であり，両

者は「集団農場」として一括して構わない， したがってソフホーズ史研究の欠

如は，現状分析を行うにあたって重大な欠点となることはない，として処理さ

れてきたように思える。だが，この方法論には数々の問題点が存在しているよ

うに思われる。すなわち，現在はコルホーズとソフホーズが大きな差異がない

ものだとしたなら，以前は両者にどのような差異が存在したのか，そもそもソ

フホーズにどのような課題が与えられたのか，それはどう変わったのか，ある

いは変わらなかったのか，そしてソフホーズとコルホーズの性質の接近はいつ，

どのような事情ではじまったのか，そしてそれは現在の農業構造にどのような

影響を与えているのか等々の疑問が未解決のまま残されているのである。現代

ロシア農業の今後を考えるうえでも，これらに回答を与えるという一見「迂遠」

に見える作業が，今こそが必要なのではないだろうか。本稿は.このような認
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識のもと 1917-1921年の農業革命期から「戦時共産主義」期 (4)にいたるソフ

ホーズ建設の歴史を実証的に解明しようとする試みである (5)。本稿の第 1の

課題は，ソフホーズがそもそもどのような理論・理念に基づいて発生したのか，

その組織の実態はどうだ‘ったのかの解明にある。

歴史研究とはE.Hカーの言葉を借りれば「過去」と「現在jの対話であり，

現代的関心から過去を掘り起こす作業である。そして歴史研究は単なる研究史

の空白を埋めるという作業にだけに止まらず，現状分析にも新たな視角を提供

し，それをより多面的なものとするという形で貢献をすることは間違いないで

あろう。これが本稿の第 2の課題である。

本稿の構成は，以下のとおりである。 2. においては，ソフホーズ建設をめ

ぐる理論・論争をまず検討する。 3. では，土地革命期におけるソフホーズの

実際の建設過程が， 4.ではソフホーズの経営内の実態が検討される。 5.では，

「戦時共産主義」期と現在の共通点“一一経済の崩壊という状況下での新しい原

理に基づく農業再編の試みーーから現代のロシア農業政策に考察を加える。

本稿における叙述・分析の対象は，ロシア・ヨーロッパ部分が中心となる。

これは，内戦により他の地域においてソフホーズの建設が遅れたという事情に

よる。なお，国営農業企業に対して「ソフホーズ」という名称、が使われだした

のは1919年の春一夏頃からであり，それ以前には「人民所領J (HapOflH印

刷 eHl1e) ， rソヴィエト大農場J(COBeTCK卸 3KOHO剛耳)， rソヴイエト所領」

( COBeTCKOe I1MeHl1e) ， rソヴィエト農場J(COBeTCKOe X03H白CTBO) 等の名

称、が使われていた (6)。本稿では，煩雑さを避けるために原資料からの引用・

機関名を除き，ソフホーズという名称、に統一する。また，国営農業企業が明確

に分類され， rソフホーズとは，国家計画に従った商品化農産物を生産するた

めに国家により組織された独立の農業企業であるJと定義されたのは， 1935年

になってからであった。それまでは，補助経営 (7)も試験・研究機関の付属農

場もしばしばソフホーズとして扱われてきた(このことは統計の不備とも関連

して，その経営数・面積に関する様々な異なる数値を生み出す原因となった)。

とりわけ本稿の対象期においては，法制上もすべての国営農業企業がソフホー
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ズとして扱われていた。このため，本稿においてもこの用語法に従うこととす

るO

出1)<<日3BeCTMH>>，27 anpenH 1992 r，.CTp. 1.なお，ロシアの農民経営については，拙稿「ソ連

邦末期の農業政策:19鈎ーl鈎l年J(r農総研季制 No.14)を参照されたい。

(2) わが国そして欧米において，ソフホーズ史はソ連農業に関する研究の中で簡単に触れら

れるに止まってきた。ソフホーズ史を主題とする研究は極めて少ない。本稿の対象期に関

しては，管見の限りでは木村英亮「過渡期におけるソフホーズの役割J(r教養学科紀要J
第2号. 1968年)があるだけである。

(3) 代表的なものとしては，渓内謙 Iスターリン政治体制の成立j第l部~第4部(岩波書庖，

1970-1986年)，奥田央『コルホーズの成立過程J(岩波書庖.199C年)等がある。

(4) 戦時共産主義とは，通説的には1918年から1921年初頭にかけてとられた政策の体系をさ

す。具体的には工業の大半部分の国有化と中央集権的管理体制，農業での食糧割当徴発制，

全般的労働義務制等がその特徴である。しかし，そもそも戦時共産主義とは， 1921年4月に，

レーニンが新情勢に早急に対応するよう党員を説得する際に，それまでの彼らの活動情況

を一つのイメージとして事後的に表現したにすぎない(石井規衛 rrネップJ初期研究」

cr史学雑誌j第86編12号. 1977年)， 3頁)。従って，戦時共産主義が内戦・対ソ干渉戦争

という非常事態に対処するための緊急措置であったのか，それとも直線的な共産主義の樹

立を追求した結果であるのか，解釈が依然として別れている。このような問題点をもっ戦

時共産主義という言葉ではあるが，すでに通例の時代区分として定着しており年代を端的

に示すキーワードとして有効である。このことを考慮し，本稿では便宜的に，括弧っきの「戦

時共産主義」という語を用いることとする。なお， 1917年10月から1918年春までの時期は

農業革命期といわれているが，通例の時代区分として「戦時共産主義」ほどの有効性をも

たないことから敢えてタイトルから外してある。

(5) フルシチョフ期に関する同様の試みは，拙稿「処女地ソフホーズの組織一一カザフスタ

ン1954-1956年 J (r土地制度史学:J.第120号. 1988年 7月).r処女地開拓の再検討:

1954-56年一一カザフスタンの処女地ソフホーズを題材にして J (ソピエト史研究会編

『ソ連農業の歴史と現在j木鐸社.1989年).r処女地開拓とフルシチョフ農政 カザフス

タン1957-1963年一一J(肝士会経済史学J，第56巻4号， 1蜘年12月).rコルホーズのソフホー

ズへの転換(1954-1965年)J(岡田好与編 f政治経済改革への途一一ヨーロッパにおける

若干の歴史的経劇木鐸社， 1ωl年uコルホーズ員年金j去の導入一一コルホーズのソフホー

ズへの転換と関連して一一J(ソビエト史研究会編『ロシア農村の革命一一幻想と現実一一j

木鐸杜. 1ω3年)を参照されたい。ネッフ湖以降のソフホーズ史に関しては，別稿を予定

している。

(6) 3eneHI1H 11. E. COBX03bl B nepBoe且eCHTl1neTl1ecOBeTcKoA BnaCTI1 1917-1927， M.， 

1972， CTp. 65.なお， 3KOHOMI1Hとはもともと大地主農場，とりわけウクライナにおけるそ

れを指す語である。この他，本稿に引用した文献の中には，ソフホーズを指す言葉として「ソ

ヴィエト共産主義農場j等を用いている箇所がある。
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(7) なお， I補助経営」とは，工業企業の労働者や保養所のためなどのより狭い範囲の消費者

向けの生産のために創出された経営であり，国家への生産物引渡計画は定められない。独

立の管理部も持たない場合もある(日aHKOBa K.~. ，BMxA耳目 A.n.，BoAo且日刊Ba

B.H.，3揖3pMKepM. M. 3KOHOMMKO-CTaTMCTM4eCKOe M3y4eHMe COBX030B，M.， 1969， 

CTp. 7. )。この定義に従えLf，後に触れる「編入ソフホーズJは，補助経営であると言っ

てよい。

2. ソフホーズ建設の理論

(1) ソフホーズ建設の方針

圧倒的な農民国ロシアにおける革命の成否は，農民の支持の獲得にかかって

いた。 2月革命の時点でその最有力の位置にあったのが， r土地の社会化」と

勤労農民への土地の均等配分を綱領として掲げていたエスエル(社会革命党)

であった。しかし，エスエルは臨時政府に参加すると，その綱領の実現を憲法

制定会議後の課題として先送りし，頻発した農民による地主所領の略奪を非難

した。こうして，ボリシェヴィキは憲法制定会議以前の土地奪取を支持する唯

一の政党となった。

しかし，ポリシェヴィキがフランス革命から引き出した教訓によれば，単な

る土地の配分は革命自体の解体過程に他ならなかった。農民はプロレタリアー

トの手から土地を得たなら，その翌日にはプロレタリアートに敵対するであろ

うからである(])。このような革命後の農業の問題について，エンゲルスは，

小農に対する課題はまずなによりも， r強制的にではなく，実例を用いて，か

れらの私的生産・資産を集団的なものにすることであるJ(強調引用者)と記

したは)。このような「実例」としてポリシェヴイキが構想したのがソフホー

ズであった。大規模な地主所領は没収され，そこに従事していたパトラーク〔農

業労働者〕で社会化経営が組織されることとなった。レーニンの r4月テーゼ」

の第 6項には，次のようにある。「各々の大規模所領(地方およびその他の条

件さらに地方機関の定義に応じて100-却Oデシャーチナ[1デシャーチナは約

1.092ヘクタールJ)からの，パトラーク代議員の統制する公共の支出による模

範経営の創出J(3)。これとほぼ同じ内容は， 1917年 4月の第 7回党協議会の
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決議に採択されたは)。こうして，後にソフホーズと呼ばれることとなる国営

農場の建設は，党の経済綱領のーっとなったのである。

1917年10月26日の「土地に関する布告」は，基本的にはエスエルの農業綱領

を借りたものであった。と同時に，その第 3・4条においてボリシェヴィキ独

自の思想であるソフホーズの建設が次のように定められていた。「高度に文化

的な経営の行われている土地，すなわち果樹園・プランテーション・育苗所・

温室その他は，分割されずに模範的経営とされ，規模とそれらの意義に応じて，

国家または共同体の排他的利用に移される……。育馬場，官立・私有の家畜・

家禽その他の種畜場は没収され，全人民の財産とされ，規模とそれらの意義に

応じて，国家または共同体の排他的利用に移されるJ(5)。

こうして，没収した地主所領を基盤としてソフホーズを建設するという方針

は確立した。しかしながら，これはいわば「自らのマルクス主義および党の農

業綱領に述べてある一般的方針にのみ指導されて」いる状態 (6)であった。ソ

フホーズの具体的な課題，管理機構，内部での労働組織等々の具体的問題は未

解決であり，これらを一つ一つ実地で解決しなくてはならなかった。

モスクワ県でソフホーズの建設に従事したある活動家は，このような当時の

状況を次のように回想している。「地主の追放後，所領は郷土地部の全般的管

理下に移行し，郷ソヴィエトが直接的管理を行った。ソフホーズの課題および

発想は地方の権力機関にとってまだ明確にほど遠かった。しばしば村・郷ソヴ

イエトは，ソフホーズを， もっとも貧しい農民経営を援助するために用いるべ

き様々な農業資産の予備としてのみ見なした。このようにして，施設・家畜・

様々な農具は分配され，種子は貧農委員会によって取り上げられた。ソフホー

ズの資産はしだいに消え，基本的生産手段の喪失はソフホーズの存在自体に脅

威を与えたJ(7)。

革命後に成立したエスエル左派との連立もまた，ソフホーズ建設に影響を与

えた。かれらの掲げる「土地社会化」の核心は「誰のものでもない土地」とい

う思想であり，それは国家を含む何人も土地の所有者であってはならない，と

いうものであった。従って，国家による直接的な土地の利用は，いかなる形態
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であろうとも「土地社会化の綱領の侵犯Jであった (8)。例えば，エスエル左

派のイデオローグの一人であるウスチノフは，次のように主張した。ソフホー

ズが創出されるべきなのは，例外的な場合のみであり，それも「移行期の一時

的な」方策としてである。「ボリシェヴィキにとってソヴイエト農場は建物を

飾り，その建設を助けるものである。しかし，われわれにとって，ソヴイエト

農場は過渡的な方策であり，土地社会化および農業の共産主義化の首尾一貫し

た計画を侵犯するものであるJ(針。

エスエル左派は，ブレスト講和に対する不満から1918年3月に人民委員会議

からの脱退した。コレガーエフの後任として農業人民委員に就任したセレダー

は，この間「ソフホーズ組織に関してほとんど何らの方策も実行しなかった」

と回想している (10)。

(2) ソフホーズをめぐる論争とその醍題の確定

(1)で見たような状況，さらには「農村における社会主義建設の実際的な形態」

が確定されていないという事情 (11)は 新たな問題をひきおこした。 1918年の

地方の状況は， Iある県ではソヴイエト農場に優先権が与えられ，別の県では

コムーナに，さらに別の県では均等的分配が続いている」という具合であった。

「ソヴィエト農場の組織に関する問題」では， I中央は明らかに遅れを取ってい

たJo1918年7月に，ニジェゴロド県の代表は，農業人民委員部に対して，ソ

フ示ーズの組織のための資金の支出を請願したが却下された。とのため「組織

されたソフホーズは，経営での決定ののちに農業コムーナに譲渡されるであろ

う，との口実」でコムーナ組織のための貸付を受け，それをソフホーズの維持

のために支出しなくてはならなかった (12)。

1918年夏頃から地方においては，コムーナをはじめとするコルホーズの組織

が始まっていた。この時期のコルホーズ建設の中ではいくつかの集団経営の形

態が現れたが，もっとも普及したのはコムーナ，アルテリ，土地共同耕作組合

(TOBapHweCTBO no COBMeCTHO白 o6pa6oTKe 3eMJJH)であった。これらの形態の

差異は，生産手段の社会化の程度であった。コムーナでは，すべての生産手段



8 農業総合研究第 47巻第 2号

は共同化され，消費も共同で行われていた。その組織原則は「コムーナにある

すべてはみんなのものであって，何人もどんなものをも自分のものとできな

いj，r各々は能力に応じて働き，必要に応じて受け取る」であった (13)。一般

にアルテリにおいては生産手段の杜会化の程度は低くなり，土地共同耕作組合

ではさらに低かった (4)。

コルホーズの組織の開始と関連して，現場の活動家の問にはコルホーズとソ

フホーズのどちらを建設すべきか という論議が開始された。 1918年夏~秋ま

での地方土地機関(15)の決定を見ると概してコルホーズ，なかんづくコムーナ

が選好されていた。例えば， 1918年10月20日のオリョール県第4回ソヴイエト

大会決議では，均等主義的な方法だけでは農業の困難からの脱出は不可能で、あ

り， r土地機関の課題は，集団的土地利用の全面的発展，コムーナおよびアル

テリの創出にあるJとしている。さらに11月におこなわれた県コムーナ・アル

テリ大会では， r全ての大農場(3KOHO間日)をコムーナに譲渡することj，rす
べての専門家を登録して 彼らをコムーナに割り当てるJことが決議された。

1918年12月に行われたクールスク県コムーナ大会でも，次のような決議がなさ

れた。「コムーナは，わが国の経済的・工業的崩壊の時期に誕生し，それはソ

ヴィエト政権の支柱である……わが国は，すべての資金を新たなコムーナの建

設，すでに存在しているコムーナの維持・経済的組織に向けなくてはならない

。
)
 

mho -( 
t
I
J
 

• • • • • 
・

このような状況はソフホーズ建設を複雑にした。当時，ベトログラード県で

ソフホーズ建設に従事していた活動家は，次のように回想している。「土地機

関がコムーナとアルテリに熱中し始めると，私の任務は著しく面倒なものとな

った」。県土地管理部はアルテリ・コムーナの組織のために別の人物を派遣し

た。「私と彼の聞はまるで競争のようだった」。彼らはこ人で没収された農場に

赴色集会でまず一人がソフホーズの組織を提案すると，次に別の一人がアル

テリないしはコムーナの組織を提案した(17)。

さらに， r農業人民委員部参与の問ですら農村における社会主義建設の形態

の問題に関する統ーされた視点は存在していなかったj(18)。このため，当時，
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スモレンスク県でソフホーズの建設に従事していたアンドレーエフによれば，

農業人民委員部は「士地問題における確固とした方針はまったく持っておらず，

手探りで進んでいた」という状態であった(19)。

コムーナの「普及」の背景には，ソフホーズの課題が確定していなかったこ

とも作用していた。 1918年においてはソフホーズは，主に農村の農業技術改良

の中心(arpl1KY応 TypHble回 HTpblnepeBHYI )と見られていた。すなわち，それ

は農民の間で先進的経営管理法を宣伝し，農業技術改良の援助を与える経営と

しか見られていなかったのである (20)。このような一般に普及していた見解に

対し，最初に異を唱えたの人物の一人が最高国民経済会議の経済政策委員会議

長・同幹部会のメンバーであったラーリンであった。彼は，ソフホーズの課題

に，食糧問題の解決というより実際的な性格を与えるとともに，コムーナの批

判をおこなった。

彼の主張は次のようなものであった。都市の労働者が飢えているとし寸状況

下では，国家の手にあるすべての没収された地主所領を穀物生産に利用しなく

てはならない。これは，その大部分を占める刈り分け制(sCnOJILlD;IIH8 )ないし

は賃貸制で農民によって耕作されていた地主の「ラテイフンデイア」のことを

言っているのではない。それらは農民に残すべきである。しかし，かつて資本

主義的な経営の行われていた所領におけるコムーナの組織は， r経済的反動」

である。コムーナ(およびその他の集団的耕作形態)は「零細経営の連合J，

消費的な連合でしかない。これらの「農業零細経営の連合は……都市の労働者

を圧迫し，干乾しにするであろう」。事実，モスクワ州のコムーナは「おそら

く隠すか，担ぎ屋に売ることを選んでJ，国家に余剰生産物を引き渡していない。

一方，市ソヴイエトの管轄下にあるソフホーズは首都に牛乳その他の生産物を

毎日引き渡している。「工業プロレタリアートの農民経営への食糧における耐

えがたい従属を弱めるJためにソフホーズが組織されなくてはならない，と彼

は結論した (21)。

ラーリンの主張は当時のコルホーズの特徴をかなり正確につかんだものだっ

た。当時のコルホーズの土地規模は平均して50ー70デシャーチナと比較的大き
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なものではなかった (22)。その構成人員数は，ー経営当たり約60人程度，うち

労働能力を持つものは36-38人程度であった。トゥーラ県のデータによれば，県

には38のアルテリが存在したが，そのうち27が10人未満のアルテリであった。

このなかには，構成員が2人， 1人しかいないアルテリも存在していた。このよ

うな小規模性および対応する物質的・技術的基盤の欠如から，多くのコルホー

ズは消費的タイプの経営に止まっていた (23)。これに加えてコムーナ員は，自

らを「独立」しているものと見なし外の世界との接触を絶つ，という思想をも

っていた。あるコムーナ員は次のように述べている。「われわれはすべてを自

らの手で，自らの為だけに行い，何も売ったり買ったりしないだろうJ(24)。

1919年の約5，000のコルホーズを対象とした部分的な統計によれば，コルホー

ズが国家に引き渡したのはライ麦・小麦14万3，620プード，エン麦・大麦 3万

164プード，じゃがいも 4万2，102プード等々であった。これは 1コルホーズ当

たりでライ麦・小麦30プード，エン麦・大麦 6プード， じゃがいも80プードに

すぎなかった。「集団経営は国家に依存していた」のである (25)。

1918年12月には，土地革命の総括・今後の農業建設綱領の審議のために第 l

回全ロシア土地部・貧農委員会・コムーナ大会(26)が開催された。そこでは，

ソフホーズ・コムーナ・社会化耕作組合のどれに優先権を与えるべきかに関し

て激しい論争が行われた。大会代議員中，ソフホーズ擁護者は少数であった。

最高国民経済会議のボグダーノフの「飢えているプロレタリアートの子供の名

においてソフホーズに賛成する」演説は， r聴衆の必ずしも好意的とは言えな

いかたくなな沈黙に迎えられたJ(27)。

この問題に関しては，不一致があまりにも大きいため， 11人からなる特別調

停委員会がつくられることとなった。そこでの論議の結果，ソフホーズは ra ) 

農業コムーナが組織されていない所領 6 )農業コムーナが廃止され，何らか

の理由により新しいコムーナの組織が直ちには不可能な所領」に建設されるも

のとされた。これは，コムーナ論者の戦術的勝利を意味した。彼らはさらに進

んでソフホーズに対してだけではなく，アルテリ・社会化耕作組合に対しでも

優位性を確保しようと試みた。これは大きな戦略的失敗であり，コルホーズ擁



「戦時共産主義」下のソフホーズ 11 

護者の聞に分裂を引き起こした。この結果，コムーナに国家からの融資の「最

優先権」を与えようとする試みは，大会投票の末150対123で否決された。コムー

ナへの融資は「その他の集団化経営と平等に」与えられることとなった。さら

に大会が全員一致で採択した「農業の集団化について」という決定の中では優

先権の問題は次のように処理された。「農業コムーナ，ソヴィエト共産主義農

場および土地協同耕作の広範な組織を首尾一貫し，不断に行うことが土地政策

のもっとも主要な課題であるJ(28)。ソフホーズか，コムーナか，という問題

に対して，大会は粁余曲折を経ながらも最終的にはコムーナも，ソフホーズも，

という折衷案で回答を与えたのであった。そして，様々な客観的・主観的要因

(1918年春に顕在化しますます深刻化する食糧危機，消費的な初期のコルホー

ズ，賃金労働者によって運営される国営企業としてのソフホーズのイデオロ

ギー的優位性等々)も作用し，党は次第にソフホーズに優先権を与えていくの

である。

1919年 2月全ロシア中央執行委員会(以下，全ロ中執)は，主に「ブルジョ

ワ・民主主義的変革Jを目標とした「土地に関する布告Jおよび「土地社会化

に関する基本法」はその役目を終えたとの認識の下，新たに「社会主義的土地

整理および社会主義的農業への移行に関する規程J(以下， r規程J)を採択した。

「規程Jは，全国家的規模において初めてソフホーズの法的立場・内部組織・

経済活動の原則を定めた。後年， しばしば「組織的なソフホーズ建設」は，こ

れをもって開始されたと言及されることとなり，ソフホーズ建設に大きな役割

をはたした (29)。

「規程」は，ソフホーズ建設に対して優先権を与えた。ソフホーズは，すべ

ての土地利用形態の筆頭にあげられていた。これは，当時のレーニンの著作，

党・政府の文章でも同様であった (30)。また， r規程」はソフホーズの組織のた

めに収用されるべき土地および所領を次のように定めた (31)。

第30条 a)貴重な多年生作物をもっ所領。すなわち庭園，菜園，果樹育苗

所，ぶどう園，ホップ畑，茶園，煙草畑，てんさい畑，綿花プランテーション 0

6 )合理的な生産部門をもっ所領。 B)農産物加工について複雑な技術装備を
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もつ所領。…… r)発展した特別な畜産部門をもっ所領。すなわち養馬場，種

畜畜産，牧羊その他。江)発展した技術・工業部門(農業機械，農具その他の

修理場)をもっ所領。 e)工業的な魚養殖の発展のために池・湖をもっ所領。

iK)教育・模範的，文化・啓蒙的ないしは生産的に全国家的意義，地方にとっ

て特に重要な意義をもっ農業企業および地所。

第31条 ソヴィエト農場は，第30条にあげられた場合に加え，その他の所領

にも組織される。すなわち a)農業コムーナが組織されなかったか，コムーナ

が当該の所領を全面的に利用できない場合。 6)農業コムーナが廃止され，様々

な理由から，正しい経営管理のために十分なメンバーをもっ新しいコムーナが

直ちに組織できない場合。

ここでも， 1規程」はソフホーズに対して優先権を与えたのである。

「規程」は，ソフホーズの課題を第29条で次のように定めた。「ソヴィエト

農場は，以下の目的で組織される。 a)農業の労働生産性の向上および播種面

積の拡大による可能な限り多くの生産物の増産。 6)共産主義農業への完全な

移行のための条件の創出。 B)文化・農業技術改良センターの創出と発展」。

これらの目標の遂行のため，第34条は， 1ソヴイエト農場は，各経営の条件に

基づいて，模範地所，地区実験圃場，修理場，実験ステーション，農具賃貸し

所，種畜場，講習，博覧会，農業学校，図書館，博物館その他の文化・啓蒙的

施設を整備しなくてはならないJとした (32)。ソフホーズの課題の第一に生産

的課題が挙げられているのは「偶然ではな」かった。「可能な限り多くの生産

物の増産」は，内戦期を通じてソフホーズの課題であり続けたのであった (33)

[1規程」の掲げた課題，内部組織・経済活動の原則が実際にはどうであったか

は，主に本稿3.(3)， 4. (2)で検討される〕。

1919年に発行された『私のソヴィエト農場に関する理解J(34)は，このソフホー

ズの 3つの課題を次のように説明する。著者のデ・クズネッツオフなる人物は，

第 1次世界大戦中，捕虜となりドイツに送られ， ドイツ農業の実態を見る機会

を得たという。まず彼はドイツとロシアの農業の生産性の違いを次のように述

べる。「われわれの馬は， ドイツのそれと比べれば，多分子馬であり，雌牛は
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羊であろう」。そして，この違いはドイツの地主経営のはたす役割にあるとす

る。彼らは「自らの経営の収益性をあげるためにすべてを行って」いる「学識

のある人々であるJ。さらに，このような文化的な経営の周囲の農民は，地主

が高い収穫・収入を上げているのを見て，地主の方法を真似ることにより高い

収穫を上げ自らにとって良好な状況を生み出した，とする。すなわち. 1ドイ

ツの地主経営は， ドイツの農民にとっての学校であったのだ」。ところがわれ

われは，搾取の根絶のためこのような地主経営を廃止した。そして，その代わ

りに「われわれの労農政府は，これらソヴィエト農場を造り，そこに優秀な経

験のある人物を派遣し，われわれ農民が見学し，学べるようにそれらを模範的

に組織することを指令した」。すなわち.1われわれにとってソヴィエト農場は，

大変すばらしい農業学校なのである」。またソフホーズには，優良家畜繁殖場

が組織される。それは. 1公正な価格」で農民に優良家畜を販売する。さらに，

ソフホーズには労働者が居住しており，病院・学校・劇場・農業やその他の講

習が組織され，ソフホーズは「文化的中心地」となる。こうして農民は，ソフ

ホーズから「直接の利益」をうけるのである (1文化・農業技術改良センター

の創出と発展J)。

「ソヴイエト農場の存在のためには，さらに大事な理由がある」。現在，労

働者は飢えており，農民に援助を要請している。「だが，われわれ農民は何を

したのか。穀物を隠し，われわれのところには余剰はない，われわれも足りな

いのだ，と言ったのだ」。そして，後になってわれわれは労働者には買えない

ような値段で穀物を売るのである。そこで政府は. 1労働者のための穀物工場」

としてもソフホーズを利用することにした。「労働者は，ここからなんの障害

もなしに穀物を受け取りJ.飢鐘を解決し，すべての住民のために製品を供給

するだろう (1農業の労働生産性の向上および播種面積の拡大による可能な限

り多くの生産物の増産J)。

さらに地主所領の分割の主張に対しては，次のように反論する。均等分割に

よって得られる土地は，働き手一人当たり 2デシャーチナ程度に過ぎない。し

かもそれは「ほとんど毎年のように」割替えをおこなわなくてはならず， 1農
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民自身にとって極めて不都合 (0明日b11 OLJeHb Hey n06Ho )なことになるだろ

う」。さらに「土地自体が一様でない」場合はどう平等に分配するのか。例えば，

ウクライナとカルーガの土地では，前者の方があきらかに質が上であろう。こ

のように，土地の均等分割では平等は生まれないのであって， rわれわれに必

要なのは土地を分割し分配することではなく，すべての者が一緒に勤労するこ

とである」とする o r息子と父親が一緒に働けないのに，どうしたらわれわれ

は一緒に働けるのか」という反論(35)があるかもしれない。しかしソフホーズ

では，異なる家族・村どころか県も異なる人々が一緒に働いていおり， r一緒

に働くのは可能であり， しかもはるかに容易かっ有利」であることを実際に示

してくれる (r共産主義農業への完全な移行のための条件の創出J)。

(3) 編入ソフホーズの理酋

「規程」と前後し，別の形態でのソフホーズ組織が試みられていた。それは，

後に「戦時共産主義」期のソフホーズ建設における大きな特徴とされる編入ソ

フホーズの組織であった。編入ソフホーズとは，当該期に活動していた軽・食

品工場へ原料を供給するソフホーズ・近郊ソフホーズ・諸機関の補助経営など

の様々な国営農業企業に対する総称である。これらのソフホーズの中核をなし

ていたのは，工業プロレタリアートの補助経営であり，しばしば「プロレタリ

アート農業」と呼ばれ，その組織は「穀物・食肉工場」の建設というスローガ

ンの下に行われた。

編入ソフホーズの組織は，最高国民経済会議の経済政策委員会(議長ラーリ

ン)を中心に進められた。まずこれを法制面から見ていこう。 1918年11月26日

最高国民経済会議幹部会は，ラーリンの都市ソヴイエトおよび工業企業の農業

経営の組織に関する草案を審議し， r原則的に採択」した。それは，その時点

で固有化されていない旧荘園を，市ソヴイエト・工業企業ないしは最高国民経

済会議へ譲渡可能にする，という内容をもつものだ、った (36)。

これを受けて1919年 2月15日に人民委員会議は， r工業プロレタリアートの

機関・企業合同によるソヴイエト農場の組織に関しての布告」を採択した。同
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布告は， r工業労働と農業労働の格差をなくすために」 工業企業・市ソヴィエ

ト・労組に対して，農民への分配を予定されていない地主地・空閑地・当該年

度に利用の予定のないソフホーズ組織予定地の「一時的な利用と管理」の権利

を委譲することを定めた。土地・所領の収用の申請は，労働者数およびその家

族員数・収用希望地を添えて，労働者協力委員会へ提出されるものとされた。

収用の決定は，県ソフホーズ管理部(または県土地部)ないしは農業人民委員

部のソヴィエト農場課が行った。編入ソフホースでの生産物は生産的需要(種

子・飼料等)を満たした後に，食糧人民委員部の定めた規準量の範囲内で，管

轄企業・機関の必要を満たすために利用できた。経営への融資は，農業人民委

員部の予算承認をうけた後に，管轄者の資金によって行われるものとされた

(37) 。

1919年 5月10日の農業人民委員部は， r工業プロレタリアートの企業連合，

協同組合および市ソヴィエトへの経営および土地の編入(叩即日CKa)に関する

訓令」を承認した。この訓令により，管轄替えになった経営に対して「編入

(即日間CHOs)Jソフホーズという名称が確定した。また，同書11令は編入ソフホー

ズは生産企業であるだけではなく， r模範的企業」でもあり， r周囲の農民に対

して模範的でなくてはならない」ともした (38)。

編入ソフホーズは，当初は農業人民委員部の管理下に置かれるものとされた。

しかし， 1919年春には編入ソフホーズの指導のために，最高国民経済会議に工

業企業の農業経営の総管理部(グラフゼムホース)が創出された。グラフゼム

ホースは，その課題として r(農業人民委員部の〕ソヴイエト農場課から工業

プロレタリアートのために，より多くの所領を奪還すること」をあげていた (39)。

『経済生活j紙に掲載された「プロレタリアートと農業」と題する論文には，

編入ソフホーズにかけられた大きな期待が見て取れる。それによれば編入ソフ

ホーズは，巨大・高価かつ未熟な食糧人民委員部の機構なしに，また農村を刺

激することなしに完全かっ急速に「食糧での都市の農村からの解放」を実現す

る。さらに， rこれがもっとも重要なのだがJ，編入ソフホーズの組織は「真の

土地固有化および祉会主義的農業への唯一の正しい道」である。土地の固有化
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の布告から 2年が経とうとしているが「この固有化は，現実のものとなってい

ない。農民の土地に対する態度は，心理的にも経済的にも小ブルジョワ的なま

まであるJ。土地固有化の布告を現実のものとすること，社会主義農業への方

向を打ち立てること，これらは. I工業プロレタリアートの手によってのみ可

能なのである」。労働者は，工場に編入された土地を，工場を自分のものと思

わないのと同様に自らの所有物とは見なさない。さらに労働者は. I耐えがた

い農村の食糧独裁から自らを解放する」ために生産性の向上に利害をもってい

る。また労働者は，農民と異なり最新の技術を適用することをためらわない。

すべての工場が自らのソフホーズを持ち，原料・食糧の需要を完全に満たした

とき. I都市の農村への従属は終わり，プロレタリアート独裁は，比類なき経

済的強さを得ることであろうJ(40)。

ここで端的に述べられているように，編入ソフホーズとは，いわば当時の食

糧危機と観念的な階級理論の融合物であったと言えよう。小農経営の研究で知

られるチャヤーノフは，編入ソフホーズの建設をソフホーズの理念の大きな転

機としてとらえている。彼によれば，それまでのソフホーズの建設は. I中央

の大規模経営の土地の自然発生的な分散に対する闘争」という性格をもってお

り，いわば「綱領なき時期」であった。しかし.Ir穀物と食肉の工場を建設し

ようjとのスローガン」とともに，ソフホーズの組織は「保護的」なものから

「革命的・生産的」なものに転化したのである (41)。

i.:iヨ1)この見解は，スターリン時代にはトロッキー・プハーリンのスパイの発想として否定さ

れる (CM.パKpacHbI自 apXHB>>，1938，T. 4-5C89-90)，CTp.34;1939，T.5C96)，CTP. 10.)。

(2) 3eJJeHHH. YKa3. CO可.， CTP， 29. 

(3) fleHHH B.~. nOJJHOe c06paHHe co可HHeHHA，T. 31，crp. 115目

(4) 叩CCE pe30JJ旧日H珂XH pe山eH悶 XCbe3DOE，KOH中epeHWI向日目JJeH)'MOBUK ，g-e 

H3且"T.l，M.，1983 ， crp.4g~ 

(5) PeweHH耳 目apUH H 日paEHTellbCTEano X03耳目CTEeHHblMEonpoc釧 0917-1967

rr.)， T.l， M.， 1967， cTP.16.なお， I土地に関する布告jの初稿作成者はラーリンとミリュー

チンであった (<<CellbCKO-X03H~CTEeHHaH 制3Hb>> ， 1922 r. ， No. 7 ， CTp. 29. )。

(6) <<CellbcKo-X03H~cTEeHHaH JKH3Hb>>， 1922 r.， No. 7， CTp. 37. 

(7) <<COBX03>>， 1929， No.3， CTP， 165.なお，当時の行政単位は県・郡・郷であった。



(8) 3e~eH~H. YKa3. COy.，cTp.96目

(9) T釧直e，CTp目 98-99.

。自 <<C08X03>>.1929， No.3， cTp.127. 

(11) 3e刀eHIlH.YKa3. CO可.， CTp. 99. 
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(1~ <<Ce~bcKo-X口3耳目CT8eHHa耳 JKIl 3Hb>> ， 1922 r. ，No. 7 ，CTp. 37. 

(13) <<Kpac剛~ apx~8>> ， 1938，T. 4-5(89-90)， cTp.37 

(14)土地共同耕作組合とは耕地のみカキ士会化された形態であり，アルテリとは耕地と農具・

家畜の主要部分カ苛土会化された形態である。しかしながら，本稿の対象期においては「土地・

農具・社会化の水準，収入の分配についての形態聞のはっきりとした差異は存在しなかっ

た。例えiえアルテリや組合だけでなく，コムーナも住宅付属地をもっていた」。このため，

一つの形態から別の形態への転換は比較的容易で，実際にもそのような経営が存在してい

た (l1cTopl1S! C08eTCK口roKpecTbS!HcT8a， T. 1， M. ， 1986， CTp. 107 )。また，土地共同

耕作組合は，社会化耕作(組合)と呼ばれることもあった。なお， 1920年末にはソ連全体

にl万聞のコルホーズが存在した。そこに参加した農戸数は13万1，側，総土地面積は約

120万ヘクタールであった。農戸数・土地面積ともコルホーズの占める比重は約0.54%程度

とわずかなものに止まった (Ka6aH088.8. KpecTbS!HcKoe X03耳白CT808 YC1!O日間X

"80eHHoro Ko剛yH~3Ma “， M ，， 1988 ， CTp. 83)。
(1日 これらの機関としては，革命時には臨時政府によってつくられた土地委員会が存在して

いた。だれ中央土地委員会は「土地に関する布告」を無効とし，下級土地委員会に対し

てその執行を認めないよう指示していた。このため， 1918年1月の「土地社会化に関する

基本法」は，土地委員会を廃止し代わって土地部を執行機関として動出した。ただし，以

上の過程は地方により錯綜し，大きく状況が異なっていた。さらに1918年7月の第5回全

ロシア・ソヴイエト大会までは，土地部は地方により「ソヴィエト農業人民委員部J，r土
地管理部」等の様々な名称をもっていた。「土地委員会」という名称が維持されてもいた

(JIaBpeHTbe8 8. H. CTp0I1Te1!bCT80 COBX0308 8 nepBble ro刷 C08eTCKO~ 81!aCTIl，M.， 

1957， CTp. 27. 本稿においては， これら機関を続消:するものとして「土地機関」という語

を用いることとする。

(1日 (Kpac剛世 apXIl8)，1938， T. 4-5 (89-90)， CTp. 99， 101-102. 

(1内 (C08X03)，1927. No.l. CTp. 35. 

(18) 3e~eHIl H. YKa3. C04.， CTp. 109. なお，詳細は， TaM *e，CTp. 106-108.を参照。

同 <<CelIbCKO-X03胡 CT8eHHaS!制3Hb>>， 1922 r. • No. 7 ，CTp. 46. 

(20) 3elIeHI1H. YKa3. C04.， cTp.l00. 

(21) TaM *e， CTp. 100-101.なお，刈り分け制とは，農民地対交畜・農具を持参して地主地を耕

作し，一定の収穫取り分を報酬として受け取る方式である。

(22) I1CTOPIlS! C08eTCKoro KpecTbS!HcT8a T.1. M. ， 1986. cTP.l09. 

側 Ka6aHo8 8.8. KpecTbS!HcKoe X03耳目CTBOB yC1!0811S!X "8oeHHoro KOMMYHI13Ma "， M. ， 

1988， CTp. 241. 

制 T訓 *e.CTp. 258-259. 

。日I1cTopl1S!C08eTCKoro KpeCTb耳HCT8aT.l，cTP.l09 
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岡大会代議員のかなりの部分坑「戦時共産主義jに特徴的な「強襲による資本主義の再度i刷

を志向していた。大会初日にレーニンは，社会化経営への移行に際しては「注意深きJが

必要であることを繰り返し強調した。にもかかわらず「大会の一部の参加者」は， r農業の

集団化における強制的原理の認知」を提起した。彼らは，個人的経営を「見限りJ，1919年

春から布告によって「義務的な土地の社会化耕作」を実行するよう提起した。これは，多

くの者に支持された。農業人民委員部の公式報告でさえ「個人農経営の統合に際しては、

強制的方法の適用もあり得る」としていた。この大会の雰囲気を変えたのが，クラーエフ

であった。彼は「残念ながら，一つの通達で土地協同耕作は実施できないのであるJと演

説した。この後，強制的方法の是非に関しての投票カf行われ， r僅差であったカ'Jこれは否

決された (3e}]eHI1H. Yxa3. co可.， CTp.111:<<Ce}]bCXO-X03~AcTEeHHa~ AI13Hb>>，1922 

「・， NO.7， CTp. 38-39)。
間 <<Ce JlbCXO-X03耳目CTEeHHa~ AI13Hb>>， 1922 r， ， NI日。 7，CTP， 40; <<COEX03>>， 1927， No.l， CTp. 28. 

凶 <<Ce JlbCXO-X03耳目CTEeHHa~ 糊3Hb)) ， 1922 r. ， No. 7 ， CTp. 40 

(2司 3e}]eHHH.Yxa3. co可.， CTp. 117. 

制 T制約， CTp. 118 

削 COEeTCXl1eX03~凪CTEa ， C6. nexpeTOE W BaJKHell町lXpacnoplllKeHwll 06 opraHW3aUW1<1 W 

且巴珂TeJlbH口CTI1 COBX030日 3a 口ep1<10且 OT 14中eBpaJll! 1918r. 目。 7HOl!6p耳1920r.， 

BbIn目 1，川.， 1921，cTp.10. 

(3~ TaM JKe，CTp. 9-10. 。3) 3eJ1eHI1H. Yxa3. C04.， CTp. 118. 

団 KY3HeUOBn. MOI1 nOHl!TI1l! 0 COBeTCXI1X x03~llcTBax ， M.， 1919. 同書は，農民に対す

る宣伝を目的に発行されたパンフレアトである。以下の引用は断りのない限り同書からの

ものである。

(3日 ロシア農村において，両親と妻帯した兄弟が同居した「多家族農戸」では，家長の権限

は強〈農耕作業の指導，全収入の管理を行っていた。しかし 1900年代に入ると，若い世

代を中心に単婚家族への独立の志向が現れ，農戸の内部関係が緊張してきた。それは，後

にしばしば「家族喧嘩の地獄」と呼ばれるほど苛烈であった(日南田静真 fロシア農政史研

究一一雇役制農業構造の論理と実証 J (御茶の水害房， 1966年J，2お 224ページ，奥田央，

前掲書65ページ)。

旧西 <<8KO印刷可eCXal!AI13Hb>>，3 neKa6pl! 1918 r.，cTp.2. 

間 C08eTCK1<1eX03l!由CT8a... ， 8W~ 1， cT~70-72. なお，労働者協力委員会とは， r工業労

働者の組織化された経験を農業に適用することを目的にJ創出された機関である (TaM

車e，CTp. 10-11. 

(38) T制約， cTp.72-73

師団 3e刀巴HI1H.YKa3. co可.， cTp.125-126目

側<<8xOHO削 4ecxa目別3Hb>>，14 Ho~6p耳 1919 r.， CTp.1. 

性J) <<COBX03>>， 1928， NO.9/1O， CTp. 45-46 
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3.ソフホーズの建設過程

前節においては，ソフホーズ建設をめぐる理論・論争が検討された。ここで

は，革命前のロシアの農業の状況を検討し，土地革命期におけるソフホーズの

実際の建設過程を見ることとする。

(1) 革命前の農業状況

革命前のロシアは，都市人口と農村人口の比率で見るかぎり圧倒的な農業国

であった。 1913年には農村住民は 1億1，460万人を数え，全住民の82.3%を占

めていた。農業は 3圃制が支配的であり，共同体の規制の下で混在耕地制・作

付け強制が行われていた。耕地は，ソハー(木製整)を中心とする原始的な農

具で耕作されており，唯一の牽引力は役畜，主に馬であった。このため，すべ

ての作物の単収が西ヨーロッパの資本主義諸国と比べ著しく低かった(j)。

多くの農民が分与地からの収入だけでは，国家への諸支払いを行い，生活し

ていくことができなかったO このような零細農民の対極には，地主経営が存在

しており，多くの農民が地主からの借地を余儀なくされた。草命前ロシアで多

く見られた借地形態は，借地の代償として地主地を農具・家畜を持参して耕作

を行う雇役制(oTpa6oTKa )そして前述の刈り分け制であった (2)。この場合，

その取り分は，いずれも地主取り分2対農民取り分 1という農民にとって著し

く不利なものであった。このような労働報酬体系(雇役制的労働報酬体系)に

より地主経営は生産手段っきの安価な農民労働力を確保し， r生産手段改良と

純賃金労働者雇傭Jによる「資本家的地主経営Jへの方向をとることをあまり

迫られかった (3)。このことは，土地と生産手段の著しい不均衡の存在に現れ

ていた(表 2)0 

とはいえ，一部の地主は「資本家的地主経営」の方向へと展開していた。こ

れらの経営はパトラークを雇用するとともに，安価な労働力を得る手段として

「資本の論理に沿って雇役制を利用Jしていたは)。そこでは多圃輪作が導入さ

れ，補助的企業・農産物加工企業を持っていた。ソヴイエト立法のいう「文化
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表 2 帝政ロシアにおける土地・生産手段の分配状況

土地 (1913年) 馬(1916) 雌牛(1916)
百万デシャーチナ% 百万頭% 百万頭%

地主 152 41.0 2.0 0.6 0.7 3.2 

農民 215 59.0 29.1 99.4 21.1 96.8 

計 367 100.0 31.1 100.0 21.8 100.0 

出所:51KoBueBcK~iI B. H. ArpapHble OTHOWeHl1l1 B 印CPB nepl10且 CTp口目TeJlbCTBa

COUl1aJlI13Ma，M.，1964，cTP.25. 

的な」経営は，これら地主所領の一部であり，その規模はロシア・ヨーロッパ

部で革命直前に400万デシャーチナを越えなかったと見られる (5)。

(2) 地主所領の没収

ソフホーズ組織は，土地革命の一環として行われ，その実態は地域により著

しく異なった。 1917年12月初めに承認された「土地委員会に関する規程jは，

「土地に関する布告」の直接的な実施主体を郡・郷の下級土地機関とした (6)。

しかし，帝政の崩壊後，中央が把握できたのは県・郡レベルまでであり，農民

ソヴイエトにいたっては「活動家会議の性格を脱しえな」いものでしかなかっ

た(7)。このため，カルーガ県からの農業人民委員部への1918年 6月 7日付け

の報告によれば， I土地の分配に関するもっとも多様な決定」が行われた。「郡

だけではなく，郷も土地問題を自らで決定している」という状態が生み出され

たのである (8)。これに加えて，革命直後には県レベルですらエスエル・カデ

y ト系の土地部が成立し(例えば，ヴォログダ・リャザン・カルーガ県).独

自の政策を実施していた (9)。

このため，ここではまず「理想的なJ例であるモスクワ県の事例(10)に則し，

ソフホーズの組織の過程を検討する。その後，各地での多くの事象から「典型

的」と思われる事例を検討し，問題を探ることとする。

ソフホーズの組織の第一歩は，地主所領の没収であった。革命前のモスクワ
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表3 地主所領の没収の進展(モスクワ県の 3つの郡の例・所領数)

郡 名
1917年 1918 

11月 12 2 3 4 5 不明 言十

モ ス ク ワ 5 75 35 11 3 2 4 135 
ブPローニイツウィ 5 51 59 22 25 164 

モジャイスク 4 4 60 11 79 

計 14 130 154 44 4 2 29 378 

出所:KOHbKO回，YKa3. CTaTbll， CTp. 66. 

県では，地主・ブルジョワ・教会に約113万デシャーチナの森林・採草地・放

牧地・耕地が属していた。これらの没収は表 3のように進行し， 1918年 2月ま

でに基本的に終了した。その最盛期は， 1917年12月から翌年 1月であった。こ

れは，ソヴイエト権力樹立の時期・郡の特徴・ソヴィエト組織の度合い等々の

一連の状況に依存していたo 近隣の(リャザン・トヴェーリ・ヴラヂーミル)

県でも，没収は大部分が1917年12月から1918年 1月に行われた。全国的には

1918年春までにほとんどの所領が没収され 1億5，000万デシャーチナ以上の

地主地・教会領が農民に与えられた。もちろん，没収は個々の例ではより遅延

した。ペトログラード県ノヴォラーダシスキー郡での地主所領の没収は， rと
くに強い抵抗」に直面した。同郡には，プロレタリアートはほとんど存在せず，

党組織も弱体であった。このため， 1918年夏まで地主所領では賃労働が用いら

れ，120の所領のうち没収されたのはわずか14だった(11)。

リャザン・トヴ、ェーリその他の県では.r所領の略奪までに及んだ非組織的

な没収」が「しばしば」発生したのに対して， rモスクワ県では，圧倒的大多

数の地主所領は組織的に没収された。すなわち，記帳が行われ，資産目録が作

成され，ソヴィエトの管理人が任命された」。彼らは，ポドリスク・セルポーフ・

ボゴロードスク郡では土地コミッサール ドミートロフ・プローニィツウィ郡

ではソヴィエト管理人，ズヴェニゴロド・ヴロカルアームスク郡では人民管理

人(農村集会で勤労的農民から選出)等々と呼ばれ，地方ソヴイエト・土地機

関の指導の下に活動した。没収とともに地主の追放(12)が始まった。
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地主所領の没収，その資産・生産手段の完全な維持の後に，各々の所領の運

命(廃止され農民間で分割されるか，これを基盤にソフホーズが組織されるか)

が決定された。モスクワ県では，多くの土地委員会が地主所領の没収の後，

「文化的経営J(後のソフホーズ)の創出に着手した。 1918年 5月21-22日には，

県土地部大会が開催され，国家的意義をもっ旧所領の維持が不可欠なことを定

めた「文化的経営について」が採択された。没収された家畜・農具は 2つの

カテゴリーに分けられた。優良種家畜・機械・大型農業器具は，ソフホーズ・

種付け場・農具賃貸場・穀物精製場の組織および集団経営への援助のためにソ

ヴィエト土地部の管轄に移された。普通の家畜・小農具は，地方ソヴィエトの

決定により，もっとも貧しい農民のために分配された。

先に述べたように，すべてのソフホーズの組織がこのように理想的に行われ

たわけではなかった。農民は所領の完全な分配を執劫に要求した。ベトログラー

ド県土地部の第 5回県ソヴイエト大会 (1918年 8月)への報告には，県には少

なからぬ空閑地が存在するにもかかわらず，農民は没収された所領の「柔らか

い」土地を選好する，と報告されている(13)。クールスク県では，地主所領が

記帳されると同時に「農民大会では，すべての土地を勤労的住民の問で分配す

ることが決定されたJ(14)。

しばしば地方機関は，住民の所領の略奪を考慮し，それらの廃止を余儀なく

された。例えば，ヴォローネジ県ピリユチェンスキー郡では「住民が無秩序な

所領の破壊を行し、自らの手に家畜・農具を強奪することが抑えがたく，私有所

領を完全に維持することは不可能で、あることを考慮しJ，郡土地委員会は 11918

年 1月2日に私有所領の廃止を即座に着手することを決定した」。農具と家畜

は所領から運ぴだされ，戦前の価格で農民に売り渡された。 (15)。

実際，地方機関の無為・かつての地主への憎悪等によって略奪が発生してい

た。タンボフ県ウスマニスキー郡からの農業人民委員部への1918年2月18日付

けの報告には，次のようにある。「郡には大変多くの貴族領地(rrOMeCTbe ) 

があるが，ゅうにそれらの半分は破壊された。というのも古い構成の郡土地委

員会は，決定第 3号で郷委員会に対して，所領を以前の持ち主の管理下に残し
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たまま，所領を記帳するようにと指令したからであるo 農民はこのような決定

に大変不満を感じ，所領を破壊することを決定した…・・・1905年の例も考慮され

た。所領が破壊されたところでは，地主は戻ってこなかったJ(16) 

没収された所領の処置の決定が長ヲ|いたときにも，所領の破壊が生じた。ト

ゥーラ県の県土地委員会は，臨時政府の決定に反対し，早くも1917年10月13日

の時点ですべての土地を勤労的人民に譲渡する訓令をだしていた。しかし「郡・

郷土地委員会の大部分は，なにもせずにいた。……〔譲渡の対象となる〕私有

地は県の有用地の 3分の 1を占めている。土地問題の解決が長ヲ|いたことは，

残念な」反応を引き起こした。約50の所領が破壊されることとなった(17)。こ

のような略奪に対しては，武力による姐止も行われた。ヴォログダ県ヴ、ェリカ

ウースチュク郡からの1918年 5月の報告は，次のように述べている。「各郷か

ら農民 4人が選ばれ，機関銃で武装した赤衛軍が創出されている。このような

方法で，模範的所領の破壊が予防されたJ(18)。農民の所領の完全な分割の要

求の下では， r一部の文化的経営」でさえそれを維持することは極めて困難で

あった(19)。しばしばソフホーズの組織が予定されていた所領は分割された。

このような事例は，中央黒土・沿ヴォルガの若干の県(具体的にはベンザ・タ

ンボフ・クールスク・シンピリスク県およびヴォローネジ・リャザン県の一

部)で多かった (20)。

(3) ソフホーズ管理の集権化

農民の多くは，こうして組織されたソフホーズをかつての搾取的荘園となに

も変わらないものと見なしていた。ヤロスラヴリ県ガリサグリエープスキー郷

でソフホーズの組織にあたった人物は，当時を次のように回想している。 1918

年にチトフの所領は郷ソヴイエトの管理下におかれた。郷の集会では「所領を分

割せよJr土地を奪えJr新しい地主を打倒せよ(且OJIOV!HOBbIX nOMelQl1KOB ，) J 

等の声が上がった。ソフホーズでは「放火を恐れて夜中，眠ることができなか

った。農民は何の遠慮もなしにライフルで脅しながら，畑から穀物の束を運び

出したJ。全郷集会の決定によって，ソフホーズはどうにか存在を許された。
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「しかし，これにもかかわらず，まごうことなきソフホーズ資産の分配が始ま

った」。収穫物は分配され，さらには「ソヴイエトの指示書によって子豚，油，

子牛が分けられた」。一方で，ソフホーズの「施設・農具の当座修理には 1カ

ペイカも支出されなかったJ(21)。

ソフホーズの土地収用に際しての誤りも，農民の反感を募らせた。例えば，

シンピリスクその他の若干の県では，地主所領の没収にあたって，ソフホーズ

組織にあまり注意が払われなかった。「すべての土地が例外なしに農民の問で

分配された。しかし，農民は地主地のすべてを利用できず，かれらは自分たち

にとってもっとも適している土地を選んだ。……この結果，多くの土地が空関

のまま残されたが，それらには農民によって利用されている土地が，模のよう

に分け入っていたJo1919年にはこのような空閑地でソフホーズの建設が試み

られた。この際，ソフホーズに「ひとまとまりの土地Jを与えるために「農民

的土地利用の移動を行わなくてはならなかった。すなわち，ソフホーズにすで

に農民の利用下にあった一部の土地を収用し，農民には代わりに他の場所で土

地を与える，ということであったJorこれは農民のあいだに不満をよび起こし

た」。若干の地方ではより粗野な誤りが起こった。「農民の土地をソフホーズの

ためにまさに取り上げたのであるJ。クールスク県では，農民の不満は「極め

て先鋭な形態」で現れた。 1919年 7月17日の県からの報告によれば，この年の

春と初夏に「ソフホーズの破壊と放火」が発生した (22)。

地方機関もソフホーズに対して冷淡な態度をとっていた。「地方権力機関は，

一連の場合，それらの管理下に移った所領を自らの収入源としか見なさず，管

理人に対して生産物の根拠のない供出を要求」していた。 1918年4月モスクワ

県ルーザ郷の所領「クラースヌィ・スタン」では，ソヴイエトの指示に従って，

経営から農具・家畜・優良種家畜・資産が系統的に運ぴ出されていた。郷ソヴ

イエトは，この行動を農業人民委員部に対して「所領のすべての資産はソヴイ

エトに属している」として正当化した。また， ドブリャジンスキー郷土地部の

管理下にあった旧所領「コンスタンチノヴァ」で1918年 6月に行われた調査で

は，以下のことが判明した。「郷土地部は，管理人が生産を組織するのを援助
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しないばかりか，常に『所領から出来るかぎりたくさんの資産を得ょうと努力

したjJ (幻)。当時農業人民委員の任にあったセレダーは， r一連の県で土地部

がソヴィエト農場の面積縮小，さらにはソフホーズの完全な廃止の主導者であ

ったJと回想している (24)。

このような状況に対して農業人民委員部は，ソフホーズへの(すなわち農業

への)集権的管理体制の導入により対応した。 1918年の 4月から，全国家的意

義をもっ個々の経営の直接管理への移行が着手された。さらに， 1918年10月 1

日の人民委員会議の布告により，地方土地委員会・土地部に譲渡された「全国

家的意義」をもっ所領・農業企業・地所を，農業人民委員部の直接管理に移す

ことが承認された。「全国家的意義jをもっとされたのは，研究・実験または

文化・啓蒙的意義をもっ農業企業および地所，貴重な多年生作物，複雑な機械

装備，発展した特別な畜産部門(養馬，種畜)をもっ旧所領であった。この布

告は， しばしば「農業企業の固有化に関する」布告と呼ばれ，これをもってソ

フホーズ建設の始まりとする見解も存在する (25)。

1919年 2月の「規程」は，より厳格なソフホーズ管理の集権化を定めた。そ

れによれば， r全国家的意義」のソフホーズは農業人民委員部の直接の管理下

におかれた。この際，ソフホーズが「全国家的意義」をもつかどうかの判定は，

農業人民委員部が行うものとした。さらに，その他のソフホーズに関する指導

も農業人民委員部に属する県・地区・地方のソフホーズ管理部が行うことと

し，地方機関は事実上ソフホーズ管理から遠ざけられた (26)。

このことは「地方での決定的な反対を引き起こした。ソフホーズの委譲は，

様々な口実で引き延ばされた。若干の地方では，土地部が新たに創出した管理

部に自らの権利を委譲したくなかったため，二重の管理が生み出された」。地

方機関の支持をうけてのソフホーズの土地の分配は続いた (27)。

1919年 5月16日の全執行委員会・土地部・ソフホーズ管理部に対する通達

は，これに対する「決定的な反撃jであった (28)。そこでは， ソフホーズの土

地収用に対する慎重さを強調すると同時に， rすでに存在している経営の破壊

をまったく許容しがたいものと見なす」とした。そして， r郷土地部，様々な
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種類の地区・郷大会の決定，さらには個々の共同体，村その他の決定に基づく

土地の分配は，合法的な行為と見なせず，不法な土地の強奪と見なしかっ評価

するべきである」とした (29)。

こうして，農業においても下級組織は自主的な決定権を奪われ，上級組織の

決定を遂行するだけの存在となった。ソ連農業における「垂直的」な指導・管

理の出発点がまさにこの時期であったのである (30)。

(4) ソフホーズ建設の進行状況

ソ連におけるソフホーズの建設は，表4のように進行した (31)。ソフホーズは，

全地主所領の農用地の約 8%を収用した。また，ソフホーズがそもそも組織さ

れるべきとされた「文化的所領」だけを対象とすると，ほほ半分を収用したこ

とになる O

ソフホーズの分布は，それが地主所領を基盤に組織されたため，革命前の地

主所領のそれに対応していた。 3分の 2以上のソフホーズが中央および北西地

区に集中し，反対に北部・北東地区・ウラル地区には少なかった。もっとも多

くのソフホーズが発生したのは，モスクワ・ベテログラード・カルーガ・ト

表4 ソ速におけるソフホーズ建設の進展(経営数・デシャーチナ)

1918年 1919 1920 

ロ ン ア 3，101 3，497 5，230 

(デシャーチナ) (1，918，214) (2，982，447) 

ウ クライナ 1，685 571 

(デシャーチナ) (1，091，600) (375，667) 

トルキスタン ** 105 

(デシャーチナ) (19，870) 

グ J1〆 ン司 、p ア 35 

(デシャーチナ) (37，300) 

計 3，101 5，182 5，907 
(デシャーチナ) (1，918，214) (3，415，484) 

出所:3elleHIIH， YKa3. co可.， cTp.81，189:sepe閉山間H，YKa3. 
CTaTbll， CTp. 13l. 
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ゥーラ・スモレンスク・オリョール・プスコフ・リャザン県であり，小貴族が

集中していた地域であった。さらに中央工業地区では，党・労働者階級の与え

た影響も大きかった (32)。

1918-1920年の聞にソフホーズは経営数で 2倍，面積で1.7倍となった。こ

の増加は主に編入ソフホーズの組織によるものである。編入ソフホーズの占め

る比重は1920年にロシアで全体の 3分の 1以上であった。と同時に，土地革命

の他地域への拡大，放棄地の利用・開拓によっても増加がもたらされた。シベ

リアでは地主が占有していなかった約20万デシャーチナの土地がソフホーズに

より利用され始めた (33)。

特徴的な動向を示したのがウクライナであった。同共和国での本格的なソフ

ホーズ建設は，オーストリア・ドイツの占領からの解放後に着手された。 1919

年 3月に開催された第 3回ウクライナ共産党大会では，個人農は「一時的な死

滅しつつあるもの」とされた。農業人民委員のメシャリヤコフは.rいわゆる

文化的地主所領および地主の没収された最良の土地のすべてをソフホーズおよ

びコムーナに完全に引き渡すこと」を主張し，支持された。この結果，旧地主

所領の約 3分の 1がソフホーズの組織のために収用された (34)。

このような土地の分配を求める農民の要求のあからさまな無視は，大きな不

満を引き起こした。そして「不満は，デニキンの前進のための土壌をつくりだ

い農民を緑軍〔農民パルチザン〕の隊列へと誘っている。このような状況が

現在，ウクライナ全域で観察されている」という状態を生み出した (35)0 1919 

年8月デニキン軍はウクライナのほぼ全域を占領した。赤軍による解放後，ウ

クライナにおけるソフホーズ建設の政策は，大きく転換された。 1920年 2月 5

日の「土地に関する法律」により没収地の再配分が着手された。多くのソフホー

ズが廃止され，農民の問で分配されたのであった (36)。同様の誤りはバルト三

国でも犯され，それはソヴィエト権力自体の崩壊を招いたのであった (37)。

アジア部でもソフホーズ建設が着手された。カザフスタンでは1920年夏まで

に赤軍が全土を掌握し. 10月4日にはカザフ共和国ソヴィエト創設大会が開催
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され，ロシアへの自治共和国としての加入を宣言した。この時までにカザフス

タンのソフホーズ数は29を数えていた。しかし， rこれは不十分な数字」であ

った。この原因は，民族地域としての特殊性にあった。それはまず第 1にロシ

ア中央部と比べて「革命前には共和国に貴族土地所有者がいなかったことJ，

第2に「土地に関する布告」の中で表現されている rr高度に文化的なJと見

なされ得るJr私有経営も稀であったこと」による。カザフスタンでパイと呼

ばれる富農の経営は， r通例Jr極めて低い技術的水準にあり，もっとも原始的

な方法により運営されていた」。このようなソフホーズに引き継がれた低い技

術水準は， 1921年の不作と飢箆によってさらなる打撃をうけた。ソフホーズ建

設がより広範な展開を見せるのは， 1923年の共和国の経済情勢の改善の後であ

った (38)。

ソフホーズの規模は，全体として大きなものでなかった(表 5)。ロシアの

平均では，1920年末に約570デシャーチナであった。このうち，もっとも大規模

だったのは，沿ヴォルガ・北カフカース・クリミアであり，革命前までの大規

模な私有経営が存在した地区に対応していた。逆に小規模であったのは，中央

工業地区・北西部・北東部・西部・ウラルであり，これは革命前に小貴族の所

領が存在していた地区に対応していた。ソフホーズの規模は，革命前の大規模

地主所領よりも小さかったが， 1917年の農業センサスの地主経営の平均(森林

含む土地面積約300デシャーチナ・農用地約170デシャーチナ)を上回ってい

一九 (39) 
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表 5 ソフホーズの平均規模 (1920年末時・デシャーチナ)

地域名1) 平均規模 地域名 平均規模

~I: 部 655 クリミア 1，309 

北西部 198 中央農業 457 

西 部 282 ヴォルガ中流 608 

ヴャトカ 325 ヴォルガ下流 2.612 

中央工業 160 北カフカース 2，128 

ウ ラル 325 シベリア 714 

出所:3elleHHH， YKa3. C04.， CTp. 19l. 

注.1) なお，北部とはアルハンゲリスク・ヴォログダ・オロネッツ・北ド

ヴィンスク県およびコミ自治州，北西部とはプスコフ・ペトログラー

ド・ノヴゴロド・チェレポヴェツ県，西部とはスモレンスク・ヴィテプ

スク・ブリャンスク・ゴメリ累，ヴャトカとはヴイヤトカ県・マリ自治

州，中央工業とはモスクワ・トゥーラ・リャザン・ヴラヂミール・イヴ

ァノヴォ=ヴォズネンスク・ドヴェーリ・カルーガ・ヤロスラヴリ・コ

ストロマ・ニジェゴロド県，ウラルとはエカチェリンブルグ・チェリヤ

ピンスク・ウフ 7 ・オレンブルグ・ベルミ県・パシキール自治共和国，

中央農業とはヴォロネージ・オリョール・タンボフ・クールスク県，ヴ

ォルガ中流とはカガン・シンピリスク・サマーラ・ベンザ県・チュヴァ

シ自治州，ヴォルガ下流とはサラトフ・アストラハン・ツアーリツイン

県・カラムイク自治州を指す.

注(1) iKo8ue8cKH~ B.H. ArpapHhle OTHOWeHKg 8 CCCP B 口epHO且 CTpOHTellbCTBa

COUKanK3Ma，M.， 1964，CTp. 2)-22. 

(2) T副 総 ， cTp.24.

(3) 日南田，前掲書246，252頁。

(4) 日南凹，前掲書246-247，お8買。

(5) 3elleHKH. YKa3. C04.， CTP， 57-58. 

(6) T1IM舵， CTp.34.

(7)和田春樹「ロシアにおける農民革命J(岡田与好編『近代革命の研究(下)J，東大出版会，

1973年) ，323-324ページ。

(8) <<Kpac出向 apXKB>>， 1938，T. 4-5(89-90)， cTP.69. 

(9) T1IM JKe， CTp. 34. 

am KODhlllOB B.P. Ko日中日CKaUK耳目OMe岨K'lbKXI1MeHK自 BMOCKOBCKO日 ryoepKI1:Tp. 

MOCKOBCKoro KCTopKKo-apxKBHoro KH.一Ta，T. 6， CTp. 62-73目以下，モスクワ県の事例は断

りのない限町，同論文による。

aD CeMeHoB n.c. OcywecT811eHKe且eKpeTa0 3eMlle B neTporpa且CK日前 ry6epHK目白

)9)7-)9)8 rr. :Tp. JIeHI!Hrpa且CKorO'Kopa6I1eCTpOKTeJJbHOrO目H.ーTa，Bh旧.X X 1 ， CTp. 33. 
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(12) スモレンスク県の若干の郡では，地主の追放は「かなり独創的な方法で」行われた。例

えば， ドゥホーブシチーナ・ポレーチスキー郡では，所領一つが収用され，そこにすべて

の非勤労的分子が集められた。これらの所領は「非勤労的分子コムーナ第 l号」等と名付

られた(<<CeJlbCKO-X0311ilCTBeHHall lIlI3Hb>> ， 1922 r.， No. 7 ，CTp. 46)。

白ffi 3e刀eHHH.YKa3. COq.，cTP.64. 

(14) <<Kpac凶 ilapxHB>>， 1938，T. 4-5(89-90)， cTp.63. 

(1日 T制 約 ， cTp.45.

(16) T釧軍e，CTp. 49. 

(1司 T釧 JKe，CTp. 55. 

(1日 T副総， cTp.67.

(19) 3elleHIIH. YKa3. COq.， CTp. 63. 

白骨 AaBpeHTbeB. YKa3. COq. ， CTp. 30. 

(21) <<COBX03>>， 1929， No.3， cTP.150. 

(22) JlaBpeHTbe日. YKa3. COq.， CTp. 58. 

(23) 3elleHHH. YKa3. CO可.， CTp. 69-71. 

側 <<COBxo3T，1929，Nu3，cTP.128.

。日JlaBpeHTbeB.YKa3. CO可.， cTp.36;3elleHIIH.YKa3. CO可.， CTp. 38-39. 

担司 COBeTCKlle X03珂ilCTBa.・.， BbJlI. 1， CTp. 10-11. 

(2内 <<C08X03>>，1929， NO.3， CTp. 128. このような事態を招いた技術的原因としては，ソフ

ホーズの土地整理が完了していなかったことがあげられる。このため「経営のテリトリー

は定められておらず，それは周囲の農民経営のあこがれの的であったJ(<<C08X03)) ， 1927， 

No. 1， CTp. 28. )。

官同 <<C08X03>>， 1929， No.3， cTp.128目

担9) COBeTcKlle X0311ilcTBa...， BbJlI. 1， CTp. 27 -28. 

(3団 ただし「規程」の定めた厳格なソフホーズ管理の中央集権化は， ["戦時共産主義」期には

完成を見なかった。 1919年 7月 1日の第一回県ソフホーズ・県土地部・県矯種委員会・県

労働者委員会全ロシア会議では モスクワ市ソヴィエト議長のサプローノフが「集権化と

いう理念自体カ'Jr農業においてはまったく適用されない」と主張し，会議の多数を獲得し

たC<<C08X03>>，1929， No.3， cTp.129-130.)。論争は，第7回全ロシア・ソヴイエト大会 (1919

年12月)でも再ぴ提起された。この結果，県のソフホーズ管理部(県ソフホーズ)は県土

地部の課とされるとともに，農業人民委員部の指導をうけるという「二重の従属の原則」

により「妥協が見いだされたJ(<<C08XO ゆ， 1927， No.1. CTp. 29. )。

側先に述べたように，この時期にはソフホーズ自体の定義がなく，従ってその経営数・土

地面積に関しては，数hの異なったデータが存在する。ここでは，ほほゼレーニンの数字

を引用したれ彼の処理方法の詳細については， 3elleHIIH. YKa3. CO可.， CTp. 79-81， 186-

187 を参照。

叫 3eJleHIIH. YKa3. COq.，cTp.90-91.なお，これら地区の具体的な県名に関しては表5の

注釈を参照せよ。

同 TelMJKe， CTp. 190. 
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自母 DepeBlI皿KIlHH.it. 日epBwewarll COBX03HOrO CTpOIlTenbCTBa Ha YKpaIlHe(1919-1920 

rr.) :Tp. XapbKOBCKOrO C. -X. IlH-Ta， T. X XV ( L X n) ，CTP目 120-125.

(3日 3eneHIlH.YKa3. CO可.， cTp.139-140. 

白61 n巴pe目白山KIlH.YKa3. CTaTbll，CTp.130 

臼司 3eneHIlH. YKa3. CO可.， cTp.142-143. 

(38) CeKceH6aeB O. CTpollTenbcTB口 COBX030日目 Ka3aXCTaHe(1917-1937rr. )， AnMa-

ATa， 1968 ， cT~ 14， 18-19 

(3到 3eneHIlH.YKa3. c04.，cTp.191. 

4. ソフホーズの経営分析

本節では，当時のソフホーズがどのような経営であったかを，おもに経営の

物質的=技術的基盤，労働者の状態を中心に検討し，最後にこの時期のソフホー

ズ建設に関して総括を行う。

(1)物質的=技術的基盤

ソフホーズに与えられたのは，おもに没収された所領の耕地だけであった。

森林は，国家の森林フォンドとなり所領から引き離された。牧草地は，ソフホー

ズ自体が必要としていたのに，農民により一時的な利用がなされるか，永久に

収用されてしまった。さらに，かつての所領を農村における工業的中心地とし

てきた基本的な補助企業は，国民経済最高会議へ移管された(1)。

1919年に行われたシンピリスク・サマーラ県のソフホーズに対する監察は，

このような不完全な経営体としての欠点を次のように指摘している。「若干の

経営では，土地が固定されておらず，境界は実際に定められていない」。しば

しば土地は大変不便な(遠在等)配置をもっていた。多くの経営が必要な地所，

とくに燃料・原料を供給してくれる森林をもっていなかった (2)O

旧所領の家畜もソフホーズには多くは引き渡されなかった。それらの多くが，

農民の問で分配された。残ったものも，コムーナ・アルテリに優先的に引き渡

された (3) 農業人民委員部のデータによれば， 1918年末までにソフホーズに

譲渡されたのは，馬 2万3，149頭，雌牛 4万3，361頭であった。これを1917年の
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農業センサスでの地主経営のデータと比較すると，それは馬で5.7%，雌牛で

11.8%にすぎなかった。農具に関しでも事情は同じだった。その大部分が農具

賃貸し所および穀物精製所に引き渡された。また，少なからぬ量が所領略奪の

際に破壊されるか，貧農の間で分配されていた。当時のソフホーズ建設の指導

者の 1人は，次のように述べている。「土地の分配は馬・家畜・機械・農具の

分配を導いた。かつての地主経営は切り取られ，切り分けられた。このため，

それらで正しい経営を組織するのは容易ではなく，短期間で農村の集団的建設

のための模範とするのは不可能であったJ(4)。ヴャトカ県からは， r一般的状

況は悲惨である。蜂起 (10月革命〕の際，施設は破壊され，可能なもの全ては

盗み去られた」と報告された (5)。このような事情から， r収用された土地のう

ちでソヴイエト農場が播種に利用できたのは，ほんの一部だけだったん 1918

年のモスクワ県の119経営の調査では，播種は 2-65デシャーチナに止まって

いた。「若干のソヴィエト農場は事実上生産が出来ず，名目上存在するだけで

あったJ(6)。

内戦は，ただでさえ脆弱なソフホーズの物質的=技術的基盤に追加的打撃を

与えた。 1920年7月の全ロシア社会主義農業活動家会議での報告にその様子が

見てとれる。オリョール県では， r秋まで県には，大変良好なソフホーズが存

在した。だが，軍事行動によって，すべては破壊されてしまった。 12月までに，

経営は大変困難な状況に陥っていた」。ソフホーズの罵は3，500頭から200頭以

下に激減していた。ベルミでもソフホーズは「コルチャックの襲撃の後，完全

に破壊されていた。家畜はまったく残っておらず，すべてを購入しなくてはな

らなかったJ(7) 

白軍・匪族は「第一順位でソフホーズに襲いかかったJ(8)O 例えば， 1920 

年のヴォローネジ県ヴァルーイスキー郡のソフホーズ「ヴィクトールポーリ」

の状況は，次のとおりだった。「昼間には経済的活動が行われる。夜の訪れと

ともにソフホーズは，匪族と小銃の撃ち合いをする要塞に変わった。このソフ

ホーズは，陸海軍人民委員部の管轄下にあり，赤軍兵士によって守られていた。

ソフホーズが存在できたのは，まったくこれ故であった。匪族は， しばしばソ
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フホーズの管理職を殺害，虐待，強盗したJ(9)。

当時のソフホーズにはトラクターはほとんど存在せず，ソ連全体で「第 1次

世界大戦前に外国から輸入された数百のトラクター」があるだけであった。

「しかも，予備部品および、燃料の欠知のため利用されていなかった」。ソフホー

ズは，馬・去勢午・ラクダを牽引力として利用していた。 1920年 7月 1日に農

業人民委員部の管轄下のロシア40県の2，963ソフホーズを対象にした調査によ

れば， 1経営当たりの役畜数は，馬換算で12.6頭にすぎなかった(10) ソフホー

ズ全体では，役馬 2万6，087頭，使役用去勢牛9，551頭，使役用らくだ1，192頭，

種馬5，958頭が存在した。これらの牽引力で「耕作できるのは，耕地のわずか

3分の 1Jでしかなかった(Il)。農具も少なかった。 1920年の全ロシア農業セ

ンサスによれば， 1ソフホーズ当たりの農具数は，プラウ10.8台，鉄製のハロー

3.4台，播種機2.2台，草苅機2.6台であった(12)。

(2) ソフホーズ労働者の状態

ソフホーズへのカードル〔要員〕の確保は， Iもっとも複雑なソフホーズ建

設の問題の一つ」であった。初期のソフホーズの一般カードルの大きな源泉と

なったのは，かつて地主所領で働いていたパトラークであった。しかし，パト

ラークの大部分が土地革命により土地を受け取り，ソフホーズでの労働に移っ

たのはそのほんの一部でしかなかった (13)0 1920年の農業センサスによれば，

ソ連全体で14万5，000人の労働者がソフホーズで働いていた。これは，一経営

当たり 21.1人に過ぎなかった。地域別では，ロシアの消費地区で20.8人，生産

地区で18.7人，シベリアで27.8人，ウクライナで32.8人であった (14)。

ソフホーズでは労働力不足に悩み，その補充が問題となった。しかし，ソフ

ホーズでの劣悪な労働条件は，これを困難なものにした。「パトラークは，労

働条件がより良好で有利な富農経営での労働を選んだ」のであった。このため，

避難民・戦時捕虜までがソフホーズでの労働に利用された(I5)。シンビリスク・

サマーラ県のソフホーズ活動の監察は，この問題を次のようにとりあげている。

「ソヴイエト農場の正しい発展のもっとも強いブレーキとなっているのは，適
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切な人員の不足である。機会があればすぐに元の場所に戻りたがっている避難

民を使わなくてはならなしL 当然，このような人々の労働能力はあまり高くな

し労働規律の自覚も大変しばしばまったく欠如しているJ(]6)。

ソフホーズ近隣の農民も動員された。それは， しばしば強制的であった。

1920年 7月に開催された全ロシア社会主義農業活動家会議でベルミ県代表は次

のように報告している。「農民経営との関係は不正常である。というのも労働

者および馬の不足のため，それらを農民から徴集しなくてはならなかったから

である。」。また，ウファ県代表は農民との「相E関係は，強制的な労働義務の

ため，紛糾している」と述べた (]7)。

農民の動員が強制の形をとらない時でさえ大きな問題があったO すでに述べ

たようにソフホーズでは，牽引力も著しく不足していた。また，当時貨幣は実

際的な意義をもっていなかったため，農民には現物で支払わなくてはならなか

った。このような客観的条件が，かつての地主所領と同様の農民が馬・農具を

持参し耕作を行い，そこでの収穫で支払いをうけるという刈り分け制の適用を

強制していた。農民にとって，ソフホーズでの労働は，地主経営での労働との

「原則的な相違」はなかったのである (18)。このため， ["長い間，農民はソフホー

ズを従属と搾取の新しい形態」と見なすこととなった (]9)。

カードルに関する問題は，シベリアにおいて「とくに先鋭」であり，その解

決のために上述したあらゆる手段がとられた。オムスク県の例を見てみよう。

県では，ソフホーズ管理部の請願により，1920年 4月には春の農作業と昨年収

穫した穀物の脱穀のため，1，000人以上の赤軍部隊が派遣された。夏には900人

の戦時捕虜が派遣された。さらにソヴィエト機関からの動員も行われた。これ

らに加えて，農作業の著しい部分には「労働義務の形で動員されたかJ，刈り

分け制による「地方の農民」が従事した。 1920年の春にはオムスク県のソフホー

ズの播種地の「約半分」は，このような農民により耕起・播種されたものであ

った。「ほとんどすべての畜産経営において，飼料の調達も近くの住民の援助

を借りて実行されたJo["これらのため，彼らのソフホーズに対する態度は，常

に良好なものとは言えなかったJ(20)。
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専門家カードルは，さらに不足していた。このため， rかつての管理人やさ

らには元の持ち主」にすら主任としてソフホーズの運営が任された (21)。これは，

農民に対する影響の観点からも，党の階級的観点からも好ましいものではなか

った。党中央委員会付属農村活動部部長であったネフスキーは， rかれらの大

多数は社会主義建設に対して悪意を抱いており，ソフホーズを指導できないj

と記している (22)。また，ベトログラード県でソフホーズの組織にあたった者

の回想によれば，管理人の若干は1918年になっても「所領を維持しよう。主人

のために」という考えをもっていたという。事実，所領「プリユチナ」の管理

人は，革命後も収益をフィンランドにいる元の所有者である男爵に送金してい

た(23)。このような窮余の策にもかかわらず， r農業専門家カードルの先鋭な不

足は解消できなかった」。これは，ソフホーズでの生産の組織に悪影響をおよ

ほした。典型的な例が，シンピリスク・サマーラ県の監察報告に見てとれる O

専門家の「不足は非常に大きく，多くの地区・郡は，まさにこのためにまった

く組織されないままになっている。同様の理由から， (ソフホーズ〕主任にま

ったくふさわしくない人物を任命しなくてはならないJ(24)。

「規程」は，ソフホーズにおける(農繁期を除く) 8時間労働制の導入を定

めていた (25)。だが，この方策には現実的な基盤は存在せず，まもなく放棄さ

れることとなる。早くも，1919年3月の第一回ベトログラード農業労働者大会

では，次のような発言がなされている。 r8時間作業日に関しては忘れる必要

がある。われわれは自らの経営で，去年の 5・6月にそれを試してみた。それ

は経営に大変悪い影響を及ぼした。われわれは12時間，さらには18時間も働き

始めたJ(26)。当該期におけるもっとも詳細かつ完成された労働時間に関する

法規は， 1920年 6月6日の「農業勤労者の労働時間に関する臨時規則」であっ

た。それによると 2交代制のための労働者が不足している場合(ほとんどの

経営においてそうであった)，夏期における労働時間は10時間に延長し得るこ

ととなった。さらに緊急の際には，1シーズンに25日以内という制限内で労働時

間を10時間を越えて延長できた。労働時間は少年 (16-18歳)については 6時

間，年少者 (14-16歳)は 4時間に制限された。延長時間に対しては割増し賃
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金が支払われることされた。しかしながら 当該期にはこのような先進的な労

働時間制は，実現されることはなかった (27)。逆に，耕起・播種・除草・収穫・

脱穀等々の個々の作業に際して一時的な作業班が作られるという「低い水準に

あった」労働組織(28)の下で，これは労働規律を低める作用をしたようである。

労働時間終了の「ベルを聞くと，労働者は機械・荷馬車から馬を外し，それら

は畑に残された」等の事例が見受けられた (29)。

ソフホーズの恒常労働者・季節労働者の一部・専門家・行政人員は月給を，

その他の季節労働者は日給を受け取った。その額は，作業の種類により，労働

者で月 600-890ルーブリ，専門家で950-1，750ルーブリに定められていた。こ

れに加えて，ソフホーズの労働者とその家族には，配給制となった食糧が食糧

人民委員部の定めた規準に従って，経営から固定価格で支給された。当時は現

金は実際の意義を持たなかったため，この食糧配給が実質的な労働報酬であっ

た(30)。

「戦時共産主義」期には，何万人という人々が食糧を求めて都市から農村へ

と移動した。そして，その中のとりわけ「大家族が，食べるためにソフホーズ

の労働についた」。このため「ソフホーズは口数が負担になっていたJ(31)。例

えば，1920年 7月の全ロシア社会主義農業活動家会議でヴャトカ県代表は，ソ

フホーズの労働者約600人のうち「半分は，老人または飢餓の県からきた家族

の多い者である」と指摘した。これに加えて，県・郡機関の指令によって少な

からぬ活動家(金権代表・監査官など)がソフホーズにより食糧を供給される

ものとされていた (32)。

1920年の農業センサスによれば，全連邦のソフホーズの住民は36万6，100人

であり，うち労働しているのは14万5，200人で全体の40%に過ぎなかった。ー

経営当たりでみると，口数は53.1であり，労働しているのは21.1となり扶養係

数(口数/働き手)は2.52であった。地域別ではウクライナの3.13，シベリア

の2.99，キルギスの2.94，ロシア南東部の2.80が連邦平均を上回っていた (33)。

ある研究では， 1919-1920年のソフホーズにおける扶養係数は一連の地区で，

3-7に達していたとする。このような条件の下，ソフホーズは住民のすべて
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に食糧を供給するためには，国家への生産物引渡を削減しなくてはならなかっ

た。なんらの生産物も引き渡さない経営も多かった。また，食糧配給量自体も

減らされた。例えば，食糧人民委員部のパンの配給規準量は，一月にソフホー

ズ労働者30フント(1日400グラム).勤労者および成人家族員25フント(同

333グラム)，子供18フント(同240グラム)とされていた。だが. r実際にはし

ばしば」この半飢餓的な規準量でさえ「確保されなかった」。グラフソフホー

ズの1920年のデータによれば，ソフホーズの住民が受け取ったのは，平均して

月に10-12フントであり，規準量の半分以下であった (34)。

個々の経営での状況は次のとおりであった。北カフカースのサーリスク管区

の一連のソフホーズでは， r古い稲むら(CKHp，n;a )を脱穀しなおし，そのよう

にして若干の穀物をえた」のであった (35)。モスクワ県では，ライ麦が終わると，

「砕けたエン麦・黍その他の代用食」が食べられていた。家畜の飼料には「木

の干し草(江戸BeCHoeCeHO ) Jすなわち白樺・楓その他の広葉樹の枝の調達が

勧められた (36)。

食糧人民委員部による徴発は，戦線付近でとくに厳しかった。ヴォローネジ

県では，家畜は種畜にいたるまで，穀物は「播種の際に播種機の箱からこぼれ

落ちたもの」までか徴発された (37)。このため， r食糧人民委員部は，ソフホー

ズを物資のある種の貯蔵設備と見なしており，ソフホーズのためには何にもし

ていなしリ (38) r経営から食料予備を少しでも多く，少しでも早く汲みだすこ

とにだけ利害を持ち，生産の需要には注意をはらわなかったJ(39)との非難が

相次いだ。

このような状況にもかかわらず， r規程」の第46条は. r労働者・勤労者は何

人も，私有の家畜・家禽および菜園をもつことはできない」とソフホーズでの

個人副業経営を禁止していた (40) 1919年 3月に開催されたベテログラード県

農業労働者大会では，この点に非難が集中した。代議員は，大会に出席してい

たレーニンにこの問題に関して説明を求た。レーニンは， r規程」の「原則」

の重要性を強調したが，同時に「実際の歴史的条件」からその「一時的なj停

止の可能性をも示唆した。大会の意見は，次のようにまとめられた。 r..・H ・都
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市の外の工場では，われわれはしばしば労働者が私有家畜(雌牛すらも)を飼

っているのを見かける。組合理事会は，とりわけ今の飢餓の時期において，労

働者に私有経営を国家にヲlき渡すように強いるなんらの根拠も存在しないと見

なす……ソフホーズは，現行の規準量に応じて労働者に食糧を確保できないの

であるj。この後，法律に修正が加えられた。ソフホーズの多くの労働者が，

家禽・家畜を所有し，家の傍の菜園で働くこととなった (41)。

ソフホーズ労働者の生活条件は劣悪だった。ヴォローネジ県では， しばしば

労働者・勤労者・行政職員は仕切り板で区切られただけの一つの家に住んでい

た(42)。モスクワ県ではソフホーズ建設の基盤となる地主所領は「大多数の場合，

良好に維持された」。しかし，それらの大多数が農業経営よりも，木材売却の

ための森林や短期滞在者のための貸し別荘にかなりの比重を置いた経営だっ

た。このため，広々とした別荘が残ったものの，それは夏用のものであり，冬

期の居住には適してはいなかった (43)。トムスク県カメンスキー郡のプラトフ

スキーてんさいソフホーズでは， I袋の切れ端で作られ，保温のための裏地は

古いぼろ布というジャンノfー，切り落としの革で作られた古長靴……これがソ

フホーズの労働者の服装であった」。オムスク県執行委員会議長の報告によれ

ば，1920年秋までに県のソフホーズでは「作業服と靴の欠如のためにJI約400人」

が作業に出られなかった (44)。北カフカース・サーリスク管区のソフホーズで

は「どこかにいく労働者には，家に残る同志から衣服が集められたJ(45) 

(3)ソフホーズ活動の評価

ソフホーズでは，その土地の著しい部分が利用されていなかった。 1920年 7

月1日にロシア40県の2，963ソフホーズを対象とした調査によれば，154万3，258

デシャーチナ中， 29万4，697デシャーチナが放置されていた。個々の県では，

この比率はさらに高かった。例えば，クールスク県のソフホーズは1919年初め

まで 6万デシャーチナの土地をもっていたが，利用できたのはその「わずか30

-40%Jであった。サラートフ県のソフホーズは， 3万1，652デシャーチナの

肥沃な耕地を放棄していた (46)。
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農業人民委員部がその管轄下のソフホーズを対象として行った調査は，この

時期のソフホーズの状況を示してくれる。農業人民委員部は， 1920年初めから

ソフホーズの総合的データの収集を始め，同年中頃までにその数は3，076経営

に達していた。この調査の結果に基づき，ソフホーズは 3つのカテゴリーに分

類された。第 1のカテゴリーは， r多少なりとも整備した輪作，組織された家

畜が整備されており，一定の生産の専門化を持ち，若干の余剰生産物をひきわ

たしている」経営であり，986のソフホーズが分類された。第 2のカテゴリーは，

「組織化の程度はより低いが，多少なりとも自らの需要は満たしており，近い

将来において生産者となり得る」経営であり，989のソフホーズが分類された。

第3のカテゴリーは， r労働力，家畜，施設その他が不十分であり，確保され

ていない」経営であり，残りの1，101のソフホーズが分類された。このように，

「生産的な」ソフホーズは，全体の 3分の 1以下にすぎなかった (47)。

ソフホーズは，農業生産において実質的な役割を果たせなかった。農業人民

委員部の管轄下にあったソフホーズは， 1920年に566万2，000プードの穀物，

2，826万3，800プードの野菜・じゃがいもを生産した。同年の総穀物生産量は20

億8，260万プードであることを考慮すると，これらのソフホーズの占める割合

は0.27%にすぎなかった。このうち約100万プードの穀物が引き渡された(商

品化率16-17%)。これは，食糧人民委員部の機関・食糧徴発隊が調達した 2

億1，250万プードの穀物の約0.5%に相当した。ソフホーズの農業生産に占める

大きからぬ比率は，その播種面積・生産家畜頭数に対応するものでもあった。

1920年の農業センサスによれば，ロシアのソフホーズの播種面積は32万1，300

デシャーチナで，共和国の0.7%に相当した。また家畜は28万300頭で0.4%であ

った (48)。

国家統制人民委員部の監察は， 1919年 7月のベンザ県での調査をもとに，地

元農民のソフホーズに対する冷淡な態度の原因を指摘した。その中には，クラー

クの煽動， r地元の勤労的農民の利益を考慮しない」ソフホーズの土地収用の

他に，政治・啓蒙活動およびソフホーズからの地元の勤労的農民への農業技術

的援助の「完全な欠如」があげられていた (49)。ソフホーズは，農業技術改良
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の中心としての役割も果たせなかったのである。

一方，編入ソフホーズは，おもに農業人民委員部や地方機関から譲渡された

経営を基盤として中央工業地帯に集中的に組織されていた (50)。当時， I各々の

企業，各々の機関はソフホーズまたはソフホーズのグループをもつことをも自

らの責任であると見なしていたJ(51)。事実， I外務人民委員部すらもJ編入ソ

フホーズをもっており，ソフホーズをもっていない「人民委員部は存在しな」

かった (52)。

しかし，編入ソフホーズの活動内容は，農業人民委員部のソフホーズよりも

さらに不良だった。 1920年 6月までにモスクワ県では 2万4，100デシャーチ

ナの土地をもっ126の経営が工業企業に譲渡され編入ソフホーズとなった。し

かし，耕作された土地はわずか3，176デシャーチナに止まり，一経営当たりで

25デシャーチナ程度でしかなかった。グラフゼムホース全体でも状況は同じで

あった。 1920年 6月 1日時点で，412の編入ソフホーズは49万2，500デシャーチ

ナの土地を持っていたが，耕作されたのわずか 2万6，500デシャーチナにすぎ

なかった。ー経営当たりの耕作された面積は64.3デシャーチナ(土地1，200デ

シャーチナ)であった (53)。

編入ソフホーズでの生産物の「ほとんどすべて」は，単に工業企業の必要を

満たすためだけに用いられていた。地方ソヴイエト・土地機関および農民は，

「このような状況に不満を表明するようになったJo1919年 7月の全ロシア農業

活動家会議でヴラヂーミル県土地部代表は，次のように述べている。「住民は

多少なりとも，地方土地機関に管理されているソヴイエト農場には慣れたが，

工業プロレタリアートに編入された経営に対しては敵対している」。代表は，

編入ソフホーズを「余所者のJI下手な運営」であるとした。 1920年 5月には，

既存経営を基盤とした編入ソフホーズの組織が禁止された (54)。新たな編入ソ

フホーズは，開拓により組織されねばならなかった。

ラツイスは，この時期の編入ソフホーズに対して次のような評価を下してい

る。「すべての者がソフホーズを収入項目としてだけ見ていた時があった。そ

れは，飢鐘の時に人民委員部または工場の維持を助けてくれであろう，という
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ものだった。土地さえあれば，それは黄金を生むだろうという妄信をみんなが

もっていた。これもソフホーズにとって悲劇的役割を果たした。破壊された経

営に投資する代わりに，みながそれからの収入を待つようになった……幻滅の

時が来ると，すぐにまだ経験を積んでいない新しい所有者へとソフホーズが譲

渡された。こうして大部分のソフホーズが手から手へと移り，ほとんど毎年の

ように持ち主を変えたJ(55)。ガレヴイウスも次のような評価を与えた。先鋭

な食料危機の時点では，工業企業・機関によるソフホーズの「強奪Jが発生し

た。そしてこれらソフホーズの一部は「その一時的な持ち主(編入者)によっ

て破壊されたことがわかった。というのは必要なのは食料であって，彼らはソ

フホーズの一層の発展についてはあまり配慮しなかったのであるJ(56)。

ソフホーズは，土地を得た農民を反革命の側に追いやることなく，集団経営

に導くためのものとして構想された。大規模地主所領を基盤に国営農場を組織

し，集団労働の優位性を実例をもって農民に示そうとしたのである。だが，革

命直後にはこの理論は，具体性を欠いており観念的なものにとどまっていた。

これが一定程度具体化されるのは， r規程」によってであった。それはソフホー

ズに対して，食糧増産・文化および農業技術の農村への普及・共産主義農業へ

の完全な移行のための条件創出という 3つの課題を与えた。これは「戦時共産

主義」期以降も，その後の情勢により表現や重点を変えながらも残っていくこ

ととなる。

ソフホーズは，戦時下の食糧不足とし寸条件から食糧増産の課題を第 1とす

ることを強制された。それは， r食肉・穀物工場」として大きな期待を担った

工業プロレタリアートが管理する「編入ソフホーズ」においてとりわけそうで

あった。しかし，物質・技術的基盤の欠知，経営内組織の未整備，有能な要員・

労働者の不足から，ソフホーズは食橿増産に実質的役割を果たせなかった。

「規程」がソフホーズに課した第 2・第 3の課題も同様であった。このため，

農民はソフホーズをかつての地主の搾取的経営と異ならないものと見ていたの

であった。この時期においてソフホーズの理念は紙上のものに止まっていたの

である O それどころか，戦時下という制約があったとは言え，中央集権的な管
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理体制・地方の実情を考慮しない調達制度というソ連農業の特徴が，すでにこ

の時代のソフホーズ建設において萌芽的に現れていたことが確認できるのであ

る。

党農村活動部のネフスキーは1920年秋までのソフホーズ建設を次のように総

括している。ソフホーズは、「農業のより良い形態の見本としての役割を果た

せなかった」。生産面でもソフホーズは， iより良い場合で」すら「自己充足」

的な経営に止まった。「ソヴィエト農場は……低い労働生産性，低い単収，土

地の耕作のいい加減さで特徴づけられるJ(57)。このようなソフホーズの現実

に対する党内の失望をラツィスは次のように記している。「ソフホーズ。それは，

もっとも悪評を得ている企業である O もし，ソフホーズで活動しているといっ

たなら，気の毒がられると同時に罵られるJ(58)。ソフホーズはこのような雰

囲気の下で，その課題の再検討を迫られることになるのである。
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(40) COBeTcKlle X03S1由CTBa.・.， Bbln. 1， CTp. 12， 

(41) 3elleHIIH. YKa3. CO可.， CTp. 199-201 

凶 <<COBX03>>，1927， No.l. CTp. 32. 
性品 <<COBX03>>， 1929， NI日ふ CTp.165目

(44) illHllII<lIH. YKa3. C凹.， CTP， 87. 

(45) KpaB4YK. YKa3. CTaTb日， cTp.150. 

位。 ry6巴HKO.YKa3. cTaTbSl， cTP.9-10. 

位向 3elleHIIH. YKa3. C04.，CTp.203 

(4司 T釧lKe，cTp.213引 4.I戦時共産主義j期においては，ソフホーズは地域的にも分散し，

異なった多くの機関(例えば，グラフゼムホース等)の管轄下にあった。さらに，大部分

の編入ソフホーズでは，記帳がまったく行われていなかった。このため，この時期のソフホー

ズ全体の正確な生産量の把握は，不可能である。ただしこのことを考慮しでも，ソフホー

ズが生産面で大きな比重を占めていなかったという事実には変わりがない。

(4由 ]]aBpeHTbeB.YKa3. C04.，CTp.80目

同 1919-1920年の問中央工業地帯には酬の編入ソフホーズか克目織されたが，空関地・放棄

地等の開拓によって組織されたのは201経営だけであった (3elleHIIH.YK昌3.C04.， CTp. 164ふ
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(51) <<COBX03>>， 1927， No.l. CTp. 11 
(52) JIa日J.lC.YKa3. CO可.， crp. 9. 

(53) 3elleHJ.lH. YKa3. C04.， crp.162-163， 

倒 TaM舵， crp.166-167.

防，) JIauJ.lc. CO可.， crp. 9.なお，ラツィスは19.おー1926年にソフホーズの大部分を統合した国家

農業シンジケートの理事会議長と農業人民委員部参与会員を兼務した人物である。

(56) falleBJ.lYc争.K. COBX03b1 B CJ.lCreMe COUJ.lallJ.lCrJ.l4eCKOro crpoJ.lrellbcTBa，M.， 

1928，cTp.17-18.なお，ガレヴィウスは1920年代から1930年代にかけてソフホーズに関す

る一連の研究を残した人物である。

幅引 3elleHJ.lH. YKa3. c04.，crp.209. 

白~ JIauJ.lc. YKa3. c04.，crp.7目

5. おわりに

1992年12月の第 7回ロシア人民代議員大会においてハズブラートフは，現在

のロシア経済の危機的状況について，数々の数値を引用した演説を行った。そ

れによれば， 1992年には「すくなくとも20%Jの生産の縮小が見込まれているO

このような生産の低下が，現在予想されているペースで来年も続けば， 1990-

1993年の問の生産物の縮小は 150%を越えるJこととなる。彼はこのような状

況 下では問題はもはや経済の市場的関係への移行ではなく. r事実上ゼロから

の経済の再生」であると主張した(j)。第 1次世界大戦の 3年聞をはさんだ

1913-1917年の聞の工業生産の低下が29%，農業生産のそれが12%であったこ

とを考えると，これはショッキングな数字である O この生産低下は，さらに内

戦の影響を受けた「戦時共産主義j末期の1921年の対1913年工業生産の低下率

の69%，農業生産のそれの40%と比較しうる水準である (2)。これは平時にし

ては記録的な生産の低落であり，それは経済の崩壊といっても過言でない。

経済の崩壊という点の他，農業政策の目的においても「戦時共産主義」期と

現在の問には一つの共通点が見出される。それは，新しい原理に基づく農業再

編の試みという点である。もちろん「戦時共産主義」期と現在とではそのベク

トルは正反対ではあるが，このような視角から現在の農業政策に検討を加える

ことは可能であり，有益だと考える。
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「戦時共産主義j期においては，農業の集団化を白標とし，それを達成する

手段のーっとしてソフホーズが提示されていた。ソフホーズには生産増産の他

に，集団経営という新しい経営方式を実地に示すモデル農場としての役割，先

進的農業技術の普及，優良家畜および種子の供給による農業技術改良センター

としての役割が期待された。これら課題は本稿で検討したようにさしたる成果

をあげることはなかったが，政策上は整合性のあるものと評価できるのではな

いだろうか。

この観点からガイダール首相代行の下の農業政策をふり帰ってみると，多く

の疑問点が浮かび上がる。この間の目標は，ソフホーズおよびコルホーズの株

式会社などの市場経済に対応した形態への改組であり，そのもっとも急進的な

表現が個人農経営の創出であった。しかしながら，この課題を達成する具体的

手段は，ほとんど提供されなかった。代わりに存在するのが，市場メカニズム

への崇拝にも等しい過度の期待であったように思える。この結果，多くの個人

農経営が創設されたが，経営の核心たる機械を獲得することができず，ソフホー

ズ・コルホーズの機械に依存している O 価格自由化により機械・農具の購入は

ますます困難になった (3)。弱体経営は切り捨てられる運命にある。農相であ

るフリィトゥンもかつてインタヴューに答え. I現在の農民経営のほほ10%が」

脱落するであろうとの見解を示している (4)。対応する十分な支援なしに極端

な「自由主義」にのみ基づいて進行している個人農経営の創出は，本稿におい

て検討した「観念的な階級理論」に基いていた編入ソフホーズの1990年代版に

すらなりかねない危険性を字んでいる。

さらに深刻なのは，この極端な「自由化」政策により農業において戦略的重

要性をもっ育種部門にも打撃が与えられていることである。この例として，サ

ンクト・ベテルブルグのヴァヴィロフ植物研究所の状況を見てみよう。同研究

所は1894年創立と「世界最古の歴史」を誇り，第 2次世界大戦中の900日間に

もわたるナチス・ドイツの包囲の問も厳しい状況にもかかわらず，研究用の植

物種子を守り続けた。だが「自由化j政策の下.90%もの歳出削減が強要され，

同研究所は存亡の危機にさらされているのである (5)。資本主義国においです
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ら市場原理をこのように極端な形で農業に適用している国はないのである。そ

こには，保護・育成のためのシステムも機能しているのであり，この面での国

家の役割は否定できないのである。旧ソ連における農業政策には，度々，極端

から極端に走る傾向が見受けられてきたが，ガイダールの政策も同様の誤りを

犯しているのではないだろうか。第 7回人民代議員大会は，首相にチェルノム

イルジンを選出した。このことが農政にどのような影響を与えるかが注目され

る。

j主(1) <<POcc~ßcKaH ra3eTa>> ， 2 neKa6p珂 1992r" CTp. 3. 

(2) HaponHoe X03HsCTBO ∞CP B 1958 r.，M.. 1959.cTp.52. 
(3) ロシア中央銀行の1992年12月の予想では，本年のインフレ率は約2，200%に達する

という (<<POCC目白CKa耳 ra3eTa>>， 2且eKa6pH1992 r.， cTp.3.)。
(41 <<KpecTbSlHCKaH POCC~H>> ， ]991， No. 11. cTp.4 

(5) rジェトロ農林水産ウィークリ-j，第1900号 (1992年 9月14日)， 7頁。
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