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南コーカサスはロシア帝
国の崩壊後、さまざまな
一等国の格争の場面にな
ったとき、アゼルバイジ
ャン人はアルメニア人民
族主義によって虐殺や民
族浄化を行われたとき、
十分な経験やバックグラ
ウンドのない状態で国家

建設は強い信仰や献身や
愛国心や国民への責任感
など必要とした。
アゼルバイジャン民主共
和国は、東洋のイスラム
世界、チュルク系民族世
界で最初の議院内閣制で
ある。毎年５月２８日は
アゼルバイジャン民主共

１９世紀の初めに、南コーカサスはロシアと併合したら、アゼルバイジャンの土
地がふたつに分割された。９５年前、北における国民の解放やアイデンティティ
の開発のための進歩的な勢力の格争のおかげでアゼルバイジャン民主共和国の宣
言が完了したのである。それは地域における社会政治的プロセスの論理的な継続
になったことである。この時に、国民は共和国のアイディアをしっかりと確立し
て、国民の将来のための政治的戦争のプログラムの基礎が形成された。１９１８
年５月２８日から１９２０年４月２８日まで有利な事態があったので、アゼルバ
イジャン民主共和国の創設者は国民生活のあらゆる分野で根本的な変革をした。

アゼルバイジャン民主共和
国の

重要な実績

フィルドウィシア・アフメドウァ
歴史博士

歴史

アゼルバイジャン国会議員の記章。国会長のアリ・マルダーン・ベク・
トプチュバシェウゥの持ち物である。アゼルバイジャンの国立歴史博物館
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和国の宣言の日として
２年間祝われていた。ア
ゼルバイジャン民主共和
国の崩壊後、１９２０年
にこの日はギャンジャで
猛攻撃を受けている反
徒だけ祝われた。彼らは
次のようなスローガンを
入れた：５月２８日は独
立の日だけではなく、母
国のために戦い死んだ人
間を祀る日として祝われ
る；５月２８日は敵に反
抗し、精神の偉大さの現
れ、道徳的な勝利の表白
する日として祝われる�
（５）。つまり、１９
２０年５月２８日は、「
国家の名誉と尊厳は一般
的な受け入れを取り戻し

た日」になった（１、第
１章、３９６頁）。アゼ
ルバイジャン民主共和国
はちょっとだけ存在して
も、このようなことはた
くさんあった：困難な状
況で若い国はいつも試験
をされていた。
それが、アゼルバイジ
ャン民主共和国の創設者
は、困難な条件下で当時
に一番合っている民主的
な政体を選んだ。新共和
国の独立宣言という政
策文書は、世俗国家、議
院内閣制、民主主義の原
則の支持を表明し、最後
までそれを維持した（２
、１０頁）。州政府は国
会、政府および司法制度

の３つに分かれていた。
国会では少なくとも多数
の民族があった：チュル
ク系イスラム教徒�－８
０席、アルメニア人－２
１席、ロシア人－１０
席、ドイツ人－１席、
ユダヤ人－１席、グル
ジア人－１席、ポーラン
ド人－１席、ほかに、バ
クー労働組合－３席、バ
クー石油生産組合は２席
だった（４、２３－２６
頁）。行政は国会に対し
て説明責任を果たした。
アゼルバイジャン民主共
和国は、国会が可決され
た法律や規制で管理され
ていた。
アゼルバイジャン民主共

アゼルバイジャン共和国の地図. 1919年ベはルサイユ講和会議で認識されました
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和国の形成前に南コーカ
サスにおけるアゼルバイ
ジャン人の分宿の総面積
は約１５０千平方キロメ
ートルだった。アゼルバ
イジャン民主共和国の
領域は１１４千平方キロ
メートルで、人口は３３
０万人だった（１、第１
章、１１頁）。もともと
ギャンジャは国の一時的
な首都として発表されて
いた。バクーは、「人民
委員のバクー協議会」と
して知られていたボルシ
ェビキー・ダシュナク政
府に打ち取られていたか
ら。
１９１８年の春にボルシ
ェビキはダシュナク政府
と契約を締結して、権力
を奪取して、アゼルバイ
ジャンの自治のアイディ
アを実現していないよう
にバクーと他のアゼルバ
イジャンの地区でイスラ
ム教徒の大量虐殺を解き
放た。その結果、バクー
とその周辺地域は彼らの
管理の下においてこられ
た。アゼルバイジャン民
主共和国の政府は９月１
５日にあった激しい戦闘
でオスマン・トルコも入
っているコーカサスのイ
スラム軍のおかげでバク
ーを解放して、９月１７
日バクーがアゼルバイジ
ャン民主共和国の首都と

して発表された。
アゼルバイジャン共和国
が存在していた間５つ政
府に置き換えられて、フ
ァタリ・ハン・ホイスキ
という方は最初の３つの
政府を率いて、ナシブ・
ベク・ユシフベイリと
いう方は他の２つの政府
を率いた。最初に、政府
は、アゼルバイジャンの
全国協議会の議長を務め
ていたマメド・エミヌ・
ラスルザデという方に
対して説明責任であって
も、それから、政府はア
ゼルバイジャン民主共和
国の国会の議長を務めて
いたアリ・マルダーン・
ベク・トプチュバシェウ
ゥという方に対して説明
責任であった。国会が正
式に１９１８年１２月７
日に開いて、１７ヶ月だ
け行動した。その間、
１４５の会議が開催され
て、２７０以上の法律が
議論されて、２３０の法
律が採択された（４；１
、第１章、１５５頁）。
国会のメンバーは、１１
のグループに組み合われ
た。 それで、アゼルバイ
ジャンは国会制民主主義
や倫理などの貴重な経験
を得ていた。「国会は、
国のすべてのクラスや民
族を代表し、国を管理し
た。それが行われずに指

令やコストなどしない、
戦争を始まらない、平和
が行われなかった。 政府
は会議の信頼を獲得した
ら在任しても、信頼を失
ったら、変更した。ポジ
ションは支配の手段では
ない。国会は、絶対的な
マスターだった」（M.ラ
スザーデ様）。
アゼルバイジャン民主共
和国の初期時代から、国
造りにおける複雑な公共
の問題が解決され、公共
の属性が作られることだ
った。 １９１８年６月２
１日に、白い半月と赤背
景の八芒星がある国旗が
承認されても、１１月９
日に赤い布は三色の布に
置き換えられた（３、１
８８頁、２５０頁）。
新しく形成されたアゼル
バイジャン民主共和国の
前に立っていた主な目的
はバクーの解放とアゼル
バイジャンの土地の合同
するために国の軍隊を構
築することだった。政府
は直ちに軍隊を組織し始
めて、６月２６日はアゼ
ルバイジャンの特別軍隊
を作成された（３，１９
６頁）。２７日は、公用
語はチュルク語、すな
わちアゼルバイジャン語
が宣言された（３，２０
１頁）。古い学校は国営
にされ、新しい学校や教

歴史
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育コースを開始され、古
い地形名を復元するため
に対策を取られた（ロシ
ア帝国のときウェリザウ
ェトポルと呼ばれアゼル
バイジャンの第二の都市
の歴史的な名前に戻さ
れたギャンジャと呼ばれ
都市である）。軍隊の動
員を実施されて、８月１
１日は兵役に関する決議
が採択された。７月１５
日に、南コーカサスで第
一次世界大戦のときテュ
ルク・イスラム教徒に対
して大量殺人と強盗を調
査して、裁判に加害者を
もたらすことは目的であ
る特別調査委員会の設
立に関する法令が発行さ
れた（３，２１３頁）。
委員会は、１９１９年１
１月までやっていた。そ
の日までは、３６巻や３
５００ページの予備調査
資料や９５写真など準備
され、パリ講和会議にア
ゼルバイジャン代表団に
よって提示された。委員
会は、１２８プロジェク
ト、レポートおよび解決
策も用意してから、大量
虐殺で１９４の参加者の
刑事訴追の問題を提起し
た（１，第１章、３７９
－３８０頁）。１９２０
年２月９日は、アゼルバ
イジャンの事実上の独立
がパリ講和会議によって

是認されたので、国会が
恩赦の法令を可決し、民
族的憎悪に関連するすべ
ての刑事事件が終了され
た（１、第１章、３８１
頁）。それにもかかわら
ず、アゼルバイジャン民
主共和国の特別調査委員
会の資料では、旧世紀の
初めにあったアゼルバイ
ジャン人に対して大量虐
殺の主要な源として非常
に重要なことである。
重要な変換は、経済分野
に行われた。所有異なる

形態のプロパティを開発
するために機会の均等の
自由主義経済を作成する
予想があった。アゼルバ
イジャン民主共和国の存
在の間かなりの成功が達
成された：バクー・バト
ゥミパイプラインが復元
されたし、バクー・ジュ
ルファ鉄道の建設が継続
されたし、アゼルバイジ
ャン国立銀行が設立され
たし、自国通貨が発行さ
れたし、カスピ海運会社
が開発された（３；１、

アゼルバイジャン共和国独立宣言。
１９１８年５月２８日にアゼルバイジャンの国民議会における可決された



8 www.irs-az.com

第１章、５７頁）。
国は領土保全と国家防衛
に注意を与えていた。１
９１９年１月１１日に
は、新しい軍のシステム
に移行された。軍人の準
備のため陸軍士官学校、
斥候学校、軍鉄道学校お
よび救急医療隊員のため
の学校が開かれた（１、
第１章、４９頁）。
付け加えると、国の地位
を強化するのに役立つ文
化的な進化も重要である
ものだった。アゼルバイ
ジャン民主共和国の新聞
の中で特別な位置は、「
イグバル」という新聞で
ある。それこそは概念的
な形で国の社会的政治的
な目標と課題を促進した
最初の新聞だった。「イ
グバル」という新聞と「
ディリリク」という新聞
の主著者は「アチグ・ソ
ズ」という新聞の指導者
とスタッフだった。且つ
また、彼らはアゼルバイ
ジャンであった国家解放
運動を指導していた「ム
サウァット」という政党
のスタッフである。付け
加えると、アゼルバイジ
ャン民主共和国で国民イ
デオロギーを促進するた
めに「イスティグラル」
という新聞、「アゼルバ
イジャン」という新聞、
「オウゥラギ・ナヒセ 」

という新聞、「ムセルマ
ンリグ」という新聞、「
グルテゥルシュ」という
新聞、「マダニッイェッ
ト」という新聞、「ゲン
チレル・ユルデゥ」とい
う新聞、「シェイプル」
という新聞および「ザン
ブル」という新聞が発
刊された。国の社会・政
治・経済・文化的な生
活は、「アゼルバイジャ
ン」という公式新聞で掲
載された。最初の４つの
冊はギャンジャで出版さ
れても、次号はバクーで
アゼリ語とロシア語で発
刊された。１９１８年９
月１５日の冊でバクーの
解放についてレポートや
資料が掲載された（１、
第１章、７０－７２頁）。
アゼルバイジャン政府が
やった最初の変更はザカ
フカース教師学校のアゼ
ルバイジャン部をティフ
リスからガザフに転出し
たことである。ガザフ教
師学校は、アゼルバイジ
ャンの小学校のために教
員を訓練した最初の教育
機関だった。政府は１９
１９年に高等教育機関を
開くためにいろいろこと
がやった。アゼルバイ
ジャン大学、農業研究大
学および国立音楽院を開
くのが目的だった（１、
第１章、７４頁）。しか

しこの目的が部分的にし
か勝ち取られなかった。
というと、「国民の幸福
を確保する学習の寺院」
というアゼルバイジャン
の最初の高等教育機関を
開設は９４年前である。
１９１９年９月１日、ア
ゼルバイジャン国会はバ
クー大学の開始について
法律を可決した（３，１
０１－１０３頁）。 付
け加えると、外国の大学
で勉強するのに若者が送
信も企画され、１９１９
年－１９２０年の学年で
は国費で１００若者が高
等教育を取るのに海外に
行かれる決議が可決され
た。これは７万ルーブル
が割り当てられた。各学
生は、４００フランの奨
学金、１０００フランの
交通費を割り当てられ、
卒業後には、これらの学
生はそれぞれ４年間働か
なければいけなかった。
それで、フランスに留学
されは４５人、イタリア
には２３人、英国には１
０人、トルコには９人だ
った（１、第１章、７５
－７６頁）。
１９１９年、バクー大学
付属でアゼルバイジャン
の歴史、文化、文学を研
究し、促進するために東
洋のイスラム世界の調査
学会が開始された。教育

歴史
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省は１９２０年代初期に
考古学部を設立した。「
ヤシル・ゲレム」という
文学アソシエーションや
イスラム芸術と文化の保
護会および「テュルク・
オジャギ」があった。
１９１９年１２月には、
国の文化に良い影響を与
えた独立博物館が開設さ
れた（１、第１章、７７
頁）。それが国会の一記
念日にデディケートされ
た。 付け加えると、アラ
ビア文字に基づくアゼル
バイジャンアルファベッ
トを改革するために委員
会も設定された。マスコ
ミの検閲が廃止され、歴
史的日付の決定が可決さ
れた。
アゼルバイジャン民主共
和国の重要な実績は、１
９１９年３月３日の政府
の決議により独立した国
の独立報道機関であるア
ゼルバイジャンの報道機
関を開始することである
（３、２８５頁）。１９
２０年２月２日にアゼル
バイジャンの報道機関の
開始について新決議が採
択され、３月１日から閣
僚理事会付属で自主的な
機関としてやって、旧ソ
連時代に旧ソ連電信局の
一部だった。
１９１９年８月１１日に
アゼルバイジャン民主共

和国の市民権の法律が可
決されるのはアゼルバイ
ジャンの独立の承認であ
る。法律によって、あら
ゆる市民は第６条に定め
るやり方で宣誓を受け入
れるはずだった：「私は
（氏名）、アゼルバイジ
ャンの市民の仲間入り、
アゼルバイジャンの忠実
を神聖で、不可侵に守
り、これから他の国を母

国として是認しない、ア
ゼルバイジャンの市民の
全職務を行う、アゼルバ
イジャン共和国の幸福
に力、財産、生命も温存
しなくて役立つ、万能の
Allah(SWT)の前に約束し
て、誓う。Allah(SWT)は
この約束を果たすのに役
立つように」。宣誓をし
ない人は、「誓う」とい
う言葉を言わないで真剣

アゼルバイジャン共和国の軍砲兵　１９１９年
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な約束を与えた（３、９
７頁）。
アゼルバイジャン民主共
和国は東アジアにおける
最初の民主主義の国で、
米国および欧米諸国より
ずっと前に女性に選挙権
を付与した国である。
最初から、アゼルバイ
ジャン民主共和国の外交
政策は積極的になって
いた。最初の両面の文書
は、 「オスマン帝国と
アゼルバイジャン共和国
政府の間に友好条約」で
ある。欧州諸国と外交関
係を確立するために、ア
リ・マルダーン・ベク・
トプチュバシェウゥは１
９１８年８月３日に特命
使節および全権大臣とし
てイスタンブールに送ら
れ（２、５３頁）、１２
月２８日にはパリ和平会
議に参加した代表団を率
いた。米大統領ウッドロ
ー・ウィルソンの発起で
アゼルバイジャンのこと
は初めて１９１９年５月
２日にパリ会議の「４つ
の会議」の会議で議論さ
れた（１、第１章、５３
頁）。
１９１９年１１月に英国
下院の会議でロシア帝国
の廃墟の上に作成された
国の将来について英国首
相ロイド・ジョージのス
ピーチで明らかに聞かれ

た。英国首相のスピー
チは、アゼルバイジャン
の認識をサポートしてお
り、支援することはっき
りしていた。１９２０年
１月１０日には英国の主
導でパリ和平会議の最高
会議のセッションが招集
され、次の日にイギリス
外務大臣主カーゾンの推
薦で会議は次の決議を可
決した：「連合国および
同盟国は、事実上のアゼ
ルバイジャン政府を認識
する」（２、５０２－５
０３頁）。

できたばかりの国の外交
関係が国際平和会議で国
の認識をしたからもっと
拡大された。バクーに
はベルギー、スイス、オ
ランダ、チェコスロバ
キア、フィンランドおよ

び他の国の領事館が開か
れた。１９２０年３月２
０日にイランは法律上に
アゼルバイジャンを認
識したから（第１章、５
４頁）、テヘランにアゼ
ルバイジャンの大使館が
開かれ、タブリーズに総
領事館が開かれ、ラシュ
ト、アンザリおよびマシ
ュハドに副領事館が開か
れ、ホイおよびアハラに
領事機関が開かれた。ア
ゼルバイジャン国会はイ
ギリス、フランス、イタ
リア、米国、スイス、ポ
ーランド、ドイツ、ロシ
アの大使館に関する法律
を採択した（２，５６
２－５６５頁）。アゼル
バイジャンでは、イギリ
ス、ギリシャ、ベルギ
ー、グルジア、アルメニ
ア、デンマーク、イタリ
ア、リトアニア、ポー
ランド、イラン、米国、
ウクライナ、フィンラ
ンド、スウェーデンおよ
びスイスの大使館が開か
れた（１、第１章、５５
頁）。１９２０年４月に
は国際関係システムにお
けるアゼルバイジャンの
参加がロシアの軍事介入
のせいで中断された。
国の転落にもかかわら
ず、国民アイディアおよ
び独立国家に対して欲求
が残った。アゼルバイジ

アゼルバイジャン共和国国
歌、１９１９年。作曲家　ウ
ゼイル・ハジベヨフ、作詞家
　アフマド・ジャヴァド

歴史
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ャンを回復するための行
動、世界の政治地図上
でアゼルバイジャンの承
認、イスラム世界におけ
る民主主義の原則に基づ
いて国を作成すること、
「アゼルバイジャン」と
いう名を政治的な内容で
充填するのはアゼルバイ
ジャンの有り続けていた
基本である。
復元されたアゼルバイジャ
ンは２０世紀の終わりに第
一共和国の伝統への忠誠を
宣言した。５月２８日に
は、共和国の日が正式に宣
言され、他の歴史的な出来
事の記憶を維持するために
取り計らわれた。アゼルバ
イジャン民主共和国の著名
人の名前を回復する期間が
始め、彼らの生活や活躍に
多数の記事、書籍や番組を
傾倒した。付け加えると、
第一共和政の精神的な先祖
たち、イデオローグだっ
た作家および詩人の作品が
発表され、再発行された。
アゼルバイジャン民主共和
国の時代に敷設されたプロ
の祝日が復元された。つま
り、アゼルバイジャンで後
継の原則に基づいて、国民
的なメモリを復元するため
に取り計らわれている。公
式レベルで開催されている
記念祭イベントおよび政治
的高評価は歴史的遺産に対
して現代のアゼルバイジャ

ンの顧慮であり、開発の将
来の方向を決定する上で歴
史的ルーツへの執着の顧慮
である。

参考文献

1. Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyəti Ensiklopediyası, cild 1. 
Bakı, 2004, 440 səh. 「アゼ
ルバイジャン国立百科事
典」、バクー、２００４
年、第１章、４４０頁
2. Азербайджанская Де-
мократическая Республика. 
Внешняя политика (докумен-
ты и материалы). Баку, 1998, 
632 с. 「アゼルバイジャ
ン民主共和国。外交政策
（文書や資料）」、バク
ー、１９９８年、６３２
頁
3. Азербайджанская Де-
мократическая Республика 
(1918-1920). Законодатель-

ные акты (сборник докумен-
тов). Баку, 1998, 560 с. 「
アゼルバイジャン民主共
和国（１９１８年から１
９２０年まで）。法令（
ブルーブック）」、バク
ー、１９９８年、５６０
頁
4. Азербайджанская Де-
мократическая Республика 
(1918-1920). Парламент (сте-
нографические отчеты). Баку, 
1998, 992 с. 「アゼルバイ
ジャン民主共和国（１９
１８年から１９２０年ま
で）。国会（速記資料）
」、バクー、１９９８
年、９９２頁
5. Bayramov Xanlar. Gəncə 
üsyanı -1920. Bakı, 2010.バイ
ラモウゥ・ハンラル「ギ
ャンジャ・ウスヤヌ１９
２０年」、バクー、２０
１０年

アゼルバイジャン共和国の紙幣.１９１９年


