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歴史

ロシアの2月革命の勝利

と臨時政府の樹立が大幅に

国民の動きとコーカサス

における政治的発展のプ

ロセスを加速する。9月上

旬に、アゼルバイジャン

の政治勢力をリードして

結集し、アゼルバイジャン

中部ザカフカースイスラム

教徒の国民評議会に設立さ

れた。1917年の夏と秋の間

に「Musavat」党のリーダ

ーシップの下で、各国の政

治勢力アゼルバイジャン南

コーカサスの統合を完了し

た。「Musavat」は労働者

と兵士の下院バクーソビエ

ト。労働者と兵士のスペイ

ン下院でバクーソビエトで

秋の選挙に勝った。議会党

はロシア連合共和国の一部

とアゼルバイジャンの自治

を確立するために、アゼル

バイジャンの政治指導者の

方向を確認した。しかし、

ロシアの10月革命後、ボリ

シェヴィキはレーニン率い

る、権力を握った。ボルシ

ェビキの政治的プログラム

は、母集団国民党が自分の

力を認識することを拒否し

た人口に合わせていません

でした。南コーカサスにお

ける最高権威 - 1917年11

月28日はザカフカース兵站

を設立しました。兵站全国

制憲議会の招集までの一時

的な身体だった。選挙は

1917年11月26〜28日で開催

された。ボリシェヴィキは

少なくとも票を獲得した。

しかし、ボルシェビキは初

日に制憲議会を解散した。

ザカフカースセイム - 自

治体を形成するために、 

1918年2月14日に続いて、

地域の議員から選出された

ことを決めた。国会は声に

合わせて、上記の当事者の

帝国領からの議会共和国に
（1917年2月～1918年5月）

ラフマン・ムスタファエフ
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1918年5月28日、アゼルバイジャンの独立宣言
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代表者で構成されますが、

ボリシェヴィキは、国会へ

の参加を拒否した。1918年

3月3日のブレストリトフス

ク平和、ソビエトロシアは

コーカサスの関係で邪魔に

ならない、その軍隊を撤退

することを約束した。ロシ

アがオスマン帝国との戦争

のために作成したアルメニ

ア軍人を、「アルメニアの

軍隊を動員解除し、解散す

ることを約束した」。しか

し、ボルシェビキは、スタ

ーリンは、1918年3月16日

に定めていなかった 、す

べてのソ連機関がアルメニ

ア軍の作成を支援するよう

に指示された。アルメニア

はオスマン州およびコーカ

サスのアゼルバイジャン人

口の占領地でのトルコの人

口を恐怖に陥れるようにな

った。アルメニア県は人口

が135,000人、80,000人イ

スラム教徒がいる200以ア

ゼルバイジャンの村の人口

が難民を破壊した。セイム

のM.Seidovのメンバーは、

アルメニア人部隊によるイ

スラム教徒の虐殺と結論と

して。「特定のタスクを追

求 - アルメニア難民のエ

リアをクリアし、独立した

アルメニアのためのコン

パクトなユニットを作成

する」。国会の統一への

大きな打撃に起因する3月

下旬―4月初めころに発生

した - バクーの大虐殺と

バクー地区の村でアルメニ

ア軍の手には数万人の民間

人の何千ものを殺した。バ

クーの平和なイスラム教徒

の人口の3月の大虐殺は、

独立性の質問にアゼルバイ

ジャン議員を運転した主要

な推進力となった。アゼル

バイジャン国会議員は、イ

ベントでのザカフカースセ

イムと政府の管理の受動的

な態度に不満だった。国会

懸念アゼルバイジャン議員

は、強制送還の政策や地域

の民間人のイスラム教徒人

口に対する民族浄化のみな

らず、バクーの流血の軍事

クーデター後請求Dashnak

バクーに定着した。

5月26日グルジアが独立
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を宣言したら、セイムが存

在しなくなった。1918年5

月28日、アゼルバイジャン

のイスラム教徒の国民評議

会は「東部南部コーカサス

内の独立した民主共和国」

を宣言した。アゼルバイジ

ャン民主共和国の独立宣言 

- イスラム世界で最初の共

和国 - アゼルバイジャン

国家としての地位の3000年

の歴史の中で優れたことだ

った。

アゼルバイジャンの重

要性は、北と南、ヨーロッ

パとアジア、黒海とカスピ

海、キリスト教徒とイスラ

ム教徒の文明間の戦略的岐

路にユニークな地理的位置

によって決定された。アゼ

ルバイジャンは、独立した

議会共和国として発展して

いる中、1918年から1920ま

での期間は、国際関係とは

無関係に、被写体の状況

に、ロシア、トルコ、ペル

シャの間の地域対立の対象

から自分の世紀にわたる進

化を完了した。その結果、 

23ヶ月の期間は、アゼル

バイジャン議会共和国は2

つの対向するトレンドの

寿命の作用によって示され

た。アゼルバイジャン側か

ら一貫してソ連と対等な関

係を確立する政策を追求し

てきた。このコースでは、 

「北」方向に3つの問題に

対処するために、国の客観

的関心を反映していた：最

大の隣人から外交的認識を

提供すること；アゼルバイ

ジャン議会共和国の安全性

を保証するものでは彼と同

等の二国間関係を確立する

こと；ロシアとの貿易や経

済交流を復元することであ

った。ロシア側では、アゼ

ルバイジャン議会共和国の

外交、軍事の非認識とそれ

に対する政治的圧力の政

策、国際舞台での地位の弱

体化、 意図的にアゼルバ

イジャン国家の内部として

の地位の基盤を緩める、地

域の努力と白人バクーボル

シェビキ団体によって、代

表者は合法的にバクーで動

作しているとさえ国会で導

入された。

1920年にアゼルバイジ

ャン議会共和国の占領の秋

にもう一つの重要な要因

は、地域におけるトルコと

ソ連ロシアの戦略的な願望

の近さで、お互いの相互支

援の両方のモードの関心に

基づくことであった。ト

ルコ大国民議会国会への

移行（GNAT）以来、1920

年4月23日発売された。そ

して、Ｍ．Ｋａｍａｌのリ

ーダーシップが率いる国民

政府はソビエトロシアとの

協力の一貫したポリシーを

持っていた。それで、その

時、ロシアが軍事技術的、

財務、材料はケマリスト 

（Ｋａｍａｌと働いている

方）の政治的支援の唯一の

源となった。地域の位置と

その軍事における相互の支

歴史
1919年、アゼルバイジャン民主共和国の閣議
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援における相互の関心と政

治的対立を統合における共

通の目標の戦勝国とアゼル

バイジャンの独立した将来

のため万が一コメントはな

かった。1920年3月〜4月ア

ゼルバイジャンのボルシェ

ビキクーデターの組織内の

トルコの要因の本当の役割

についての説得力のある議

論は、権威あるアメリカの

学者Tadeush Svietohovsky

が言った。「バクーにいた

トルコ－ケマリストがアン

カラ政府を支持してイベン

トを有効にしようとする

状況で介入した。4月上旬

に、彼らは彼らのグループ

を調整するために会った。

会議の参加者の中には、ア

ゼルバイジャン共産党と共

同で取り組んでいたし、3

月バクートルコ共産党の主

催者の中にもあった。カリ

ル·パシャとフアド・サビ

ットを含め調整センター

は、決議を採択して、アゼ

ルバイジャンの危機に向け

たトルコのポリシーを定

義した。その3つの主なポ

イントは次のとおりだっ

た：1）現在のスピーディ

ー転覆で、アゼルバイジャ

ンのプロ英国政府と  政

府によるその置換、ボルシ

ェビキと協力することがで

き；2）管理宣伝、印刷、

出版活動や戦争行為の単位

でボルシェビキが含まれて

いる、政府の変化の実施の

ための委員会の設置；3）

唯一のトルコ共産党の要請

でバクー赤軍の占領し、委

員会の意見では、 トルコ

とアゼルバイジャン共産党

が共有する、アゼルバイジ

ャンの征服は避けなければ

ならない。」

後でトルコの指導者自

身ことを確認したその結

果、最短時間でバクーにロ

シアのソ連占領のトルコが

非常に積極的な支援があっ

た。1920年8月24日ＧＨＡ

Ｔの会議でムスタファ·ケ

マルは「私たちの影響力の

ある協力とこれらの軍隊の

助けを借りて（XとXI軍を

意味）、簡単に北コーカサ

ス、アゼルバイジャンが締

結合格した。到着した軍隊

はアゼルバイジャン人によ

って安心に取り入れた。ソ

連軍はアルメニアとグルジ

アの国境で、必要な軍事

的、戦略的な措置を取っ

て、それは私たちとの直接

通信を確立するために始め

た」。アゼルバイジャン議

会共和国でこのプロセスに

おいて同様に重要な役割

は、貴重な軍事的、連合国

からの政治的、外交的支援

の日没を果たしたのがー第

一次世界大戦中の戦勝国（

アメリカ、イギリス、フラ

ンス、イタリア、日本、最

高評議会は、後1919年1月

12日パリ講和会議を開いた 

- 日本の「カットオフ」の

後に、1919年3月には、 -

「 ビッグ４つ」になりま

春 第1(5)版 2014
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した」）であった。

アゼルバイジャン議会共

和国とその他の国、かつて

のロシア帝国の郊外に作成

された国は「ビッグ4つ」

によって独立性認識の戦略

は、独立したと見られてい

ないことで、ソビエトロシ

アタスクとの関係の誘導体

であった。アゼルバイジャ

ン議会共和国の独立性の認

識は、いわゆるソリューシ

ョンに厳密に依存していた

「ロシアの問題」、それに

よって彼らはその政策やロ

シアのブルジョア民主主義

政権の君主修復の成功また

は失敗を意味する。

1918-1919年に連合国を

リードすると、その境界線

の周囲にソビエトロシアの

地政学的な位置を弱める必

要性に全会一致で、 ボル

シェビキ脅威文明化西洋の

ソースとしてそれを見てい

た。しかし、初期の1919年

にイギリスの支配円はボル

シェビキへの影響を提供す

る能力を制限した。 ザカ

フカース共和国の独立を支

援する能力の再評価の最終

段階に来た－主にアゼルバ

イジャンとグルジア、この

領域上のモスクワのコント

ロールを回復封じ込め不可

逆的なプロセスであった。

すでに半ばに1919年にイギ

リス外務省の覚書で「英国

の関心は短期的には報われ

ないミッション（親権ザカ

フカース地方）以上のもの

を提供するのに十分強力で

はありませんでした」。

その結果、壊れやすいア

ゼルバイジャン議会共和国

の独立性の保証として見ら

れたイギリス軍は、1919年

8月の終わりまで バトゥミ

の小さな駐屯地とトランス

コーカシアオリバーウォー

における高等弁務官率いる

バクーの外交使節団コーカ

サスから採取した。

1918年の終わりー1920年

歴史 1918年、M.A.Rasulzadeのアゼルバイジャン民主共
和国の議会会合でのスピーチ
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の初めの間に、ワシントン

での欧州の政治の中心にあ

った均衡のシステム、ここ

でドイツ人は、英国とフラ

ンス、そしてヨーロッパの

小さな国は大国を抑止の作

成を行った。唯一のそのよ

うなシステムは、ヨーロッ

パと世界の仲裁人の彼らの

役割を戦後世界における米

国のリーダーシップを提供

することができた。ロシア

はカウンタードイツのバラ

ンスを、チェック·アンド·

バランスのヨーロッパのシ

ステムの一員となった。こ

のため、新共和国の問題

は、その認識の点ではない

と考えられ、かつてのロシ

ア帝国の領土を宣言ししか

し、カウンターバランスロ

シアの作成のコンテキスト

で、彼に割り政権をプッシ

ュ、ボルシェビキ当てられ

た役割を果たした。

上記に関連して、米国

は、アゼルバイジャン議

会共和国を含めた旧ロシ

ア帝国の新たに独立した共

和国のための認識と政治的

支援に急がなかった。ベル

サイユ講和会議にアゼルバ

イジャン代表団の会長Ali 

Mardanbek Topchubashev

は、1919年5月28日に米大

統領ウィルソンとの代表団

の会合は明らかに持続し、

明確に自分の国の位置を定

義したと指摘した：米国を

小片に世界を分割する必要

はない；彼はコーカサス連

盟の教育のアイデアに満ち

ていた場合は、アゼルバイ

ジャンは良いだろう；この

連合は、国際連盟に代わっ

て、いくつかの大国の援助

の下になる；アゼルバイジ

ャン議会共和国の認識の問

題は、ロシアの質問の前に

決済することができない。

パリ会議のアゼルバイジ

ャン議会共和国の代表団の

メンバーとの会話中にイタ

リアの代表的な意味で表現

されて、その場合は「ロシ

ア連邦共和国の像（ボルシ

ェビキを意味じゃなくて、

ブルジョア民主共和国 ）

多分、コーカサス連盟はロ

シア連邦に参加する。この

アプローチの開発に1919年

6月にイギリスの連合国に

よる取り組みの積極的な役

割は、かつてのロシア帝国

の支配者としてコルチャー

クの認識の問題と考えて、

エストニア、ラトビア、グ

ルジア、ベラルーシ、ウク

ライナ、アゼルバイジャン

の代表団から抗議ノートに

反対をした。1919年7月31

日イタリア軍の任務コーカ

サス大佐ギャバからローマ

の位置をアゼルバイジャン

議会共和国の内務省、Ｍ．

Ｄｊａｆａｒｏｖ向けに電

報が送られた：「イギリス

軍の代わりにトランスコー

カシアのイタリア軍の送信

は行われません···イタリ

ア王国政府は、あなたの国

の政府との友好関係を維持

し、2国間の商業金融·労使

関係の発展に貢献したいと

考えています」。フランス

は、アゼルバイジャン議会

共和国の独立を支援する意

思をその同盟国よりもさら

に小さく表明しているが、 

これは、その利益の範囲に

含まれていなかった。 ア

ゼルバイジャン議会共和国

は多くの注目とやる気のフ

ランス外交の対象ではなか

った。

しかし、ロシアの内戦

の間に1919年の終わりに

春 第1(5)版 2014

アゼルバイジャンの独立宣言
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危機だったとペルシャやト

ルココーカサスを通じて画

期的なボルシェビキを脅

した。1919年11月17日に

は、英首相ロイド·ジョー

ジは、彼はコーカサス情勢

と中東のボルシェビキを進

める新たな脅威について深

い懸念を表明している音声

と下院で話した。演説で首

相は二回ソビエトロシアに

入ることを希望していない

国としてアゼルバイジャン

に言及した。11月下旬、ロ

イド·ジョージはパリ、ポ

ークのアメリカ代表団の頭

部との会話を持っていた、

シングルボルシェビキロシ

アはヨーロッパへの深刻な

脅威になってきていること

を彼に警告し、そのため 

「グルジア、アゼルバイジ

ャン、ベッサラビア、ウク

ライナ、バルト地方やフィ

ンランド、だけでなく、可

能な限り、独立したシベリ

アでなければならない」。

連合国のより毅然とし

たポリシーを開発、特にイ

ギリスバクーとティフリス

英国代表の報告に大きく貢

献、必死に油が豊富で、こ

の戦略的に重要な地域を 

「戦わず降伏 しないよ

う」促し、ロンドンの伝統

的な「関心のある分野」へ

の道を開く。ロンドンアゼ

ルバイジャン議会共和国の

地域の積極的な武装と軍事

支援を保護する計画を断念

した。しかし、完全に「そ

の手を洗う」と身を引くこ

とができなかった。ウォー

とストークス位置アドミラ

ル収束ケマリストとボリシ

ェヴィキ、そして最も重要

なことから永続電報 -イ

ギリス軍を送る「YES」の

認識、「NO」：イギリスの

利益の日「赤い脅威」ゾー

ンによる成長の日は、ロン

ドンの妥協位置をもたらし

た。

1920年1月11日最高評議

会は次のように述べている

提案カーゾン、決議採択さ

れた「労働組合と米国が共

同で事実上のレベルでアゼ

ルバイジャンとグルジアの

政府を認識しています」。

この決定は、英国、フラン

ス、イタリアの代表によっ

て作られた。その後、彼は

日本が参加しました、米国

はまた、障害を報告してい

る。1月15日に、フランス

外務省の建物は、アゼルバ

イジャン代表団の決定の公

式式典を開催した。1月15

日〜19日の間に、軍事専門

家のレベルで認識された2

共和国に軍事援助の問題を

議論した。レポートの軍事

専門家は、元帥フェルディ

ナンドフォッシュを発表し

た。クレマンソー、フォッ

シュと戦争大臣チャーチル

はコーカサスに派兵提唱し

歴史 アゼルバイジャン民主共和
国の名誉記念メダル

アゼルバイジャン民主共和国の通貨 - マナト
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たと英首相ロイド·ジョー

ジとイタリアとニッティは

武器と装備の供給を制限提

供した。議論の中でF.Fosh

彼はボルシェヴィズムとの

闘いの一環として、コーカ

サスの防衛を考えられてい

ることを述べた。そして、

それはこの目標のためにア

ゼルバイジャン、グルジ

ア、ベッサラビア、ポーラ

ンド、エストニア、ラトビ

アの国を支援すべきである 

。さらに、彼はソ連·東欧

とボルシェビキに対するザ

カフカース共和国の創設を

提唱 した。

英首相、武器、軍事装備

とユニフォームの電源とし

てコーカサスの共和国を支

援する緊急の必要性を述べ

た。しかし、彼はこれらの

共和国が自分の軍隊で、そ

の防御力を強化すべきであ

ると指摘し、アゼルバイジ

ャンとグルジアに軍隊を送

ることの不可能性を改めて

表明した。その結果、最高

評議会はザカフカース共和

国、兵器の供給、軍事装備

や食料を助ける特別な意図

に軍隊を送信するための能

力がなくても、同盟国の下

に判決を出した。

実際には、深刻なヘル

プ武器同盟国のアゼルバイ

ジャン議会共和国に提供さ

れていなかった。認識アゼ

ルバイジャン議会共和国の

事実上のヨーロッパの国々

は、安定した政治的支援に

発展しなかった。アゼルバ

イジャンの独立のためのレ

ベルの政治的·外交的支援

は引き続き戦略的な同盟国

「ロシアの質問」を解決す

る方法に結ばれた。
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