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プチ労ブックレット No.4 

＜プチ労で読んだ「国家と革命」＞ 

労働者の「力」。その「団結」のテキスト 

 

 

 

 

 

 

レポーターのみなさんのイラスト集 
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まえがき 

 たみとやでは、2010年 8月から、毎月の勉強会、「プチ労働者学校(プチ労)」

(食事付き＠500円)を開いていて、73回目を迎えます。 

 そのプチ労で、2014年 5月から 2015年 3月までは、「労働者みんなが食える

ようになろう」と言ったマルクスの「共産党宣言」をみんなが交代でレポータ

ーをやりながら読みました（プチ労ブックレット No.2参照）。 

 その後、1917年 10月に「大衆の蒸気が実現したロシア革命の歴史」(プチ労

ブックレット No.3参照)を 3回にわたって、辿った後、その労働者の革命を実

現したレーニンが、革命の直前、1917年 8月から 9月にかけて、フィンランド

の亡命の地で書き上げた「国家と革命」をレポーター方式で、アベが、戦争法

を衆議院で強行採決し、そのドサクサに医療法と労働者を守る法律の改悪にも

踏み出した昨年 7月から今まで読んできました。 

 

＜縦糸＞ 

 本冊子は、その記録を整理したものです。整理する「縦糸」として、若手レ

ーニン研究者白井聡氏の研究も参考にして、「労働者を限りなく信頼してい

た」といわれるレーニンが、その労働者が持つ「力」がどう展開していくとし

たか、を追いました。結果は、ひと言でいうと、“労働者の「力」を描き、そ

の「団結」のためのテキスト”だということです。 

 

国家とは、資本の代わりに労働者を抑圧する道具であり、粉砕すべきとした

上で(第１章)、国家に守られた資本による労働者の搾取がすすむほどに、かえ

って、労働者の「力」が創り上げられていきます。それは、国家の抑圧力に交

代できる質を持った「力」です(第 2章)。しかし、労働者が「団結」しなけれ

ば、それは発揮されません。その「団結」は、資本主義社会のなかで、労働力

の販売のために競争させられている労働者にとっては容易ではありません。 

 

そのために、レーニンは、まずは、農民とも団結できるように、「国家との

闘争、国家の粉砕」をすえるべきだとします。さらに「団結」のために、資本

主義社会という「今」を生きている労働者は、それを生きながら、同時に、労

働者が中心の未来の社会を見ながら生きることが肝要だということから、たっ

たの 2ヶ月でしかありませんでしたが、1871年、歴史に一瞬の「未来」を見せ

たパリコミューンの経験を丁寧に説明します（第３章、第４章）。 

そして、珍しく、「未来への過渡期」として、革命後の社会を積極的に語り

ます（第５章）。しかし、それは、ユートピアとしてではなく、資本主義社会
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を土台として、そこから産まれるものとして語られます。 

 

だから、まだ、人に指示されたりしないと動かなかったりする「普通の労働

者」が、社会を動かすために、「みんなができる簿記係を全員が交代で」やる

革命。そうしながら、自分のために自分の原則で動く「武装した労働者」を先

頭に「新しい 1世代」をかけて、資本主義社会の基本原則である「商品交換の

原則」に代わる、人が人の労働を支配する原則に代わる、「共同体諸規則を守

る習慣」また「奪う」から「分け合う」という尺度を身に着けていく、そうい

う社会を創っていくことを語っています。 

 

いいかえれば、革命後になってはじめて、人が人を支配する「民主主義と国

家の死滅」を図る「真に大衆的な運動が始まる」と言うのです。それが、「団

結」を完成させる運動でもあります。 

そこまで語ったレーニンは、最後の第 6章では、「今」に戻り、唐突に「革

命の宣言」をして著述を終わります。そして、書けなかった第 7章について

「革命の経験は、それについて書くよりも愉快」と結びます。 

 

＜横糸＞ 

「整理の縦糸」に対して「横糸」は、「みんなのいい言葉」です。全員が、

はじめて「国家と革命」を読みました。100年を経て、レーニンの当時のよう

に、激動する情勢に対する日常の思いと活動の結晶として発せられた言葉や、

みんなの議論のなかで、発見され紡ぎだされた言葉のなかから、「みんなの認

識の大事な手がかり」として、「今日一番の言葉」を拾いました。 

 

「本編の目次」に続くのが、全体の「まとめ」です（8ｐ～26ｐ）。各回の冒

頭に「縦糸」と「横糸」それぞれのキャッチコピーを掲げてあります。 

さらに、27ページ「各回編」からは、「まとめ」のうち各回の該当する部分

を再掲し、それぞれ当日の様子全体を伝える「当日レポート」と各レポーター

の個性豊かな渾身の「レジメ」、それと、時々の情勢にからめて発行して地域

に配布した「たみとやジャーナル」を中心として、関連する記事を「コラム」

として載せてあります。なお、使ったテキストは、「国家と革命」研究会編集

版＠500 円です。文中にある(〇〇ｐ)は、その版の該当ページ数です。 

最後に、キラキラしたレポートしてくれたみなさんと支えてくれた家族のみ

なさんにあらためて御礼申し上げます。 

 

2016.6.26 りんたろう SHOBO店主（たみとや副店長） 
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参考：レーニン「国家と革命」 

 

 
「国家と革命」原著の表紙 

 

 
↑レーニンが「国家と革命」を書いた亡命の地 

フィンランド、ラズリフ湖畔の小屋 革命 2ヶ月前 
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↑ロシア革命で花開いたロシアアヴァンギャルドのポスター↓ 
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＜まとめ＞ 

～労働者の「力」。その「団結」のためのテキスト～ 

 

Ⅰ 国家とは （第一章、第二章） 

「ウチラのじゃない国家と民主主義」を労働者の「力」でぶっとばせ 

 

ロシア革命前夜の騒然としたなかで、レーニンは第 1 章から、やつぎばやに

「国家」「階級対立」「暴力革命」「国家としての民主主義」を打ち出す。 

 

 

＜第一回 しょうこさん＠7月 26日プチ労その 63＞ 

 

～特殊な抑圧力「国家」をぶっとばせ 

    「ウチラの国家じゃない」 

 

第一章 階級社会と国家 

1.階級対立の非和解性の産物としての国家 

 

国家って何？ 階級対立の非和解の産物なのか？それとも階級を和解させる

機関？階級対立を隠蔽する機関なのか？ 

 

レポーターは言う。「“国家は諸階級を和解させる機関”という見方が多くあ

るが、今、私達が平和に人間らしくくらすためのはずの国家が私達の意に反す

るものになっているのは明らか。ウチラの国家じゃない」。 

 

「7 月 19 日の戦争法反対デモでは、“国を守るな命を守れ！戦争するような国

はいらない！革命おこしてぶっつぶせ！安倍政権をぶっつぶせ！”とコールし

たが、“ぶっつぶせ！”への反応は思っていたよりずっとすごかった。」 

 

「ネットで話題のムギタの投書（朝日新聞 2015 年 7 月 18 日：コラム１「ムギ

タ投書の推移」）は、“私は当事者の責任としてこの法案を止める。それが私の

民主主義。この投書を読んだあなたがもしも声をあげてくれたならば、それは

私達の民主主義になる”と静かながら強烈にあおっている。そして、“電車の
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なかで何度も読んで泣いた”という人がいるように“強行採決された”という

人への希望だ。」 

 

ムギタさんは言う。「最近の国会前の学生たちは、秘密保護法のときよりもさ

らに“自分が止める”と言っていることに刺激され、自分なりに踏み込んで一

気に書いた。」 

 

一方、ヒデさんからは、「レーニンの時よりもっと会社と労働者の問題が世界

に広がっていると思う。国家をどうするかというより、そのことをどうするか

がもっと重要かなと思う。だから労働組合が大事だと思う。」という意見。確

かに大事。しかし、今、国家が「会社と労働の問題」を隠蔽しているのではな

いか。 

 

2. 武装した人間の特殊な部隊、監獄その他  

 

国家は、官僚、つまり、役人、軍隊、警察、裁判官、さらには、会社の官僚的

管理職も含む「特殊な公的“暴力”」。国家は、資本家の代わりに、官僚が労働

者を抑圧する特殊な（＝ねじれた）力（21ｐ）。 

 

今の社会では、資本家は、労働者がストしても直接暴力を振るわない。資本家

の財産を守るという名目で、役人が裁判官が「法律に基づく命令」を出し、警

察や軍隊が動く。 

 

レポーターは言う。「働く一人ひとりは労働者だから仲間にする対象。でも、

軍隊・警察・監獄は国家の装置は非和解。一人ひとりは上司、国家の命令で動

くしかない。“国家をぶっつぶす”と言ってもそう思う人が多数にならなけれ

ばテロ。今、立ち上がっている人々それぞれ補い合って、仲間をひたすら日常

の職場で増やしていく。」 

 

（ちえこさん差し入れ目光のから揚げ・まぐろとアボガドのカルパッチョ）  
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＜第二回 なおこさん＠8月 30日プチ労その 64＞ 

 

～民主主義もまた国家  

 「独裁者も生む民主主義」 

 

第一章 階級社会と国家 

3.被抑圧階級を搾取する道具としての国家 

 

 8月 30日戦争法反対国会包囲の日に今一度、国家って何？  

 

「近代代議制国家は、資本が賃労働を搾取する道具」（27ｐ）。 

 

レポーターは言う。「私たちのではない国家の意思の実感したのは、辺野古基

地建設、大飯原発再稼動、「街」の弾圧（コラム 2「“街”の弾圧」）」 

 

逆に、普段は感じない「国家の意思」。 

 

そもそも、国家の起源は、共同体間で商品交換が始まった時。国家の役目は、

その自由、商品を人々がそれぞれ私有することの保証。それを侵さない限り国

家は中立的。その国家で「官僚」の主な役割は私有財産を維持すること。さら

に、そこから生じる、持っている人と持っていない人との闘争を抑え込む（階

級対立の隠蔽）。 

 

 レポーターが問いかける。「選挙権があるのにこの国がひどいのはなぜ？

“民主主義”って何だ？」 

 

それに対して、「議員は政治をやり、選挙民は経済・生活をやると分かれてい

るから。選ばれていることを忘れる。一方、ロシア革命史でやった、労働者が

発明した“ソビエト”は、“街頭と議会の中間”。工場で街頭のような議論の

末、一緒に働く仲間を代表に選ぶ。だから代表は選ばれたことを忘れない。」 

 

「そうか、ソビエトって、直接民主主義か」 

「チリのアジェンデ政権は、確かに選挙で選ばれたが、すぐひっくり返された

のは、“政治家にやってもらおう”ということの限界だったのでは」 

 

「今、民主主義は“民が主になるという思想”ではなく、まさに“多数決で決
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めれば平和も戦争もある”という”方法“。」 

「シールズも“多数決で独裁者を決める制度をもった覚えはない”と言ってい

た。」 

 

民主主義は方法、制度。レーニンは言う「民主主義もまた国家。（すなわち組

織された暴力）」（37ｐ）。 

 

 4.国家の「死滅」と暴力革命 

 

 「国家をぶっつぶす」というのは、「特殊な抑圧力」国家と「労働者の力」

が「暴力革命」で交代すること（36ｐ）。 

 

 

 

 

 

 

 

（選挙権をもったムギタ２０サンキューケーキ） 
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＜第三回 はなこさん＠9月 27日プチ労その 65＞ 

 

～国家の抑圧力に交代できる労働者の「力」。「団結」できるか？ 

 「“蛍の墓”は見たくない人の信頼をどうかちとるか」 

 

第二章 国家と革命。1848-1851年の経験 

1.革命前夜 

 

レポーターは言う。「国会前の革命、今の日本でなぜこんなに若者がたちあが

っているか。 

 

「デモなんていったことない、そんな若者たちがそれぞれの思いを胸に、国会

前に集まった。、どうしたらいいかわからないけど、行動せずにはいられなか

った、彼らがいた。彼らこそが革命の主体なのではないか？」 

 

「きっとその一人一人が考えているはず。民主主義が与えられたものでなく、

自分たちで奪い取るものなのだとみんな思ってるはず。じゃあどうやって奪い

取る？ 労働者だと自分で言いきるのは難しいかもしれない。しかし持ち帰っ

てみてどうしようかとおもった、その革命は、個人のものではなく、自分が活

躍する拠点でのみ広げられる。」 

 

「それを気づかせるのに、私は、アメアパでやってきたように（コラム3「ハ

ナコ解雇撤回」）、組合をやっているし、仲間に呼びかける。」 

 

「戦争、と拠点。戦場はまだ目に見えないところにあるかもしれないが、それ

はすぐそこまでやってきている。資本と国家の結びつきに気づいたとき、じぶ

んが一番近い場所で闘いはじめることができるはず。」 

 

「ウチラのじゃない民主主義を労働者としてとり戻す。資本と国家の結びつき

に気づけ！」 

 

なぜ労働者か？ 資本主義がすすむほど、資本家は、自分たちは競争で分裂し

ていくのに、大量の何も持たない労働者を生み出すほかないから（47ｐ）。 

 

なぜ革命できるか？ 労働者の「力」は、一人ひとりは労働者なのに資本に代

わって労働者を抑え込むのが役割だという官僚、ねじれた国家の特殊な「力」
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とは違う、“自分たちのために”という質を持っているから。「何者とも分有で

きない大衆の武装に立脚した権力」（48ｐ）。 

 

2.革命の総括 

  

パリコミューンが粉砕したのは、当時、最も民主的な憲法を持つといわれた議

会で選ばれて大統領になり、その後、議会を停止し皇帝になったルイボナパル

トが強化し完成した国家。今のアベに似ている。 

 

3.1852年におけるマルクスの問題提起 

 

労働者の「力」が創るものとして、マルクス、レーニンは言う。「“過渡期の国

家”としてのプレタリア独裁（レーニンに言わせれば、ソビエトを通じた民衆

の支配）」（60ｐ、63ｐ）。 

 

レポーターは言う。「“勤労被搾取労働者”を団結させることができるのもウチラ

だけ。国会前でスーツ姿で来ている人がいるとうれしかった。オフィスの人は孤

立しがちで、資本に寄り添っていないといつ首になるかわからない。中途半端な

立場にあると団結できない。それでも、その人たちと団結できるのはわたしたち

だけ。」 

 

 しかし、「団結」は容易ではない。ヒデさんが言う。「まわりに“蛍の墓”は見

たくないという人多い。できるだけきれいなものがいい。人を信用しない。人が

怖い。仲間を増やすっていうのは、そういう“勤労被搾取労働者”から信頼をか

ちとっていくということ。」 

 

国家を生み出したのは、商品交換の社会。そこでは、労働者の労働力も商品。

根本的に、労働者は、少しでも高く労働力を売ろうとせざるをえない競争関係

にある。だから、根本的には「団結」できない？ 同じ、何も持たない境遇に

あるから「団結」できる？どうする？ 
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Ⅱ 革命とは（第三章、第四章） 

労働者の「力」がパリコミューンで見せた未来 民衆の支配としての民主主義 

 

パリコミューンの経験を総括し、「革命とは何か」を最も端的に語る「国家と

革命」前半のピークをなすところ。 

 

 

＜第四回 むぎたさん＠10月 25日プチ労その 66＞ 

 

～革命の瞬間、「力」の交代で沈黙する暴力 

 「疲れ切った労働者が“帰る場所”、それは“国家”ではない」 

 

第三章 国家と革命。1871年のパリコミューンの経験。マルクスの分析 

1.コミューン戦士の試みの英雄精神はどういう点にあるか？ 

 

「労働者階級は、出来合いの国家機構をそのまま手に入れて、自分たちの目的

のために使うことはできない」（66ｐ）。しかし、レポーターは問いかける。

「そうだとしても、ぶっこわすのは暴力か？」 

 

しかし、パリコミューンでも、ロシア革命でも、革命の瞬間、「暴力は沈黙し

た」。 

 

「国家権力との武力に圧倒的な差がある今、こちらはどうするのか？」 

「どんどんエスカレートしてしまうのでは？」といった疑問に対して、 

 

「ロシア革命でおこったこと、それは、広範なストライキと農民の蜂起が各兵士

部隊を変えていった」という意見に、 

「“私たちが持っている武器は自分たちの労働であり、ストライキなんじゃない

いのか”とあらためて気づかせてくれた。」という意見。 

 

革命がなる瞬間は、国家の特殊な力の「ねじれ」が解消する。「官僚」が労働

者に戻る。 

 

一方、マルクスは言う。「国家を打ち砕くことが人民革命！の前提条件」（67

ｐ）。それでこそ、農民と労働者は連帯できる。 
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労働力の販売競争を超えた労働者の「団結」のためにも、「国家との闘争」が

必要条件。 

 

2.粉砕された国家機構をなににとりかえるか？ 

 

レーニンは革命のポイントとして、「常備軍を“武装した労働者”へ、官僚リ

コール制と労働者並み賃金」（75ｐ、76ｐ）を挙げる。 

 

 パリコミューンでは、「普通の人々」が、この原則をもとにしながら、毎日

のように、「普通の労働者」にとって、画期的な布告を決議し実行していった

（コラム 4「パリコミューンの施策」）。 

それは、「ねじれ」が革命で解消したのに再び「官僚」を生まないための民主

主義。 

 

3.議会制度の廃棄 

 

レポーターは言う。「“階級対立の発展につれて国家が階級支配の機構としての

性格を強める”っていうのは、最近の日本とくにひどい。“議会がおしゃべり

小屋で、政府は人々を騙すために相手を次々変えるカドリールの舞踏を続け

る”ってそのとおり。」 

「国会の議論意味なし。閣議決定意味なし。学校の教員会議で教師に発言権が

ないのと同じ。大臣誰でも同じ。だから、“できあいの国家機構は使うことは

できない”」 

 

「おしゃべり小屋」をやめ、パリコミューンのように、立法府と行政府を兼ね

て、決めたことを自ら実行に移す行動的代議制へ。 

 

官吏は一挙になくせないが、官僚機構の粉砕が任務。 

個々の人間像については、あまり語らないレーニンがあえて言う。「人間が別

の者に代わるまで革命を待つのではなく、今のままの人間（服従、権威、統制

なしにやれない）で、革命をやることを望む」（86ｐ）。「全員が“簿記係”と

いう官吏の役目をする革命」（84ｐ）。 

 

それに対して｢武装した労働者」というのは、自らのために自らの原則で、資

本家が復活しないように力を行使するとともに「単純化された監督と経理の機
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能を果たすことを“習慣”にする先頭に立つ人々」（87ｐ）。 

 

レーニンの言う「習慣」をめぐって、 

「古代ギリシャの民会では議論を尽くした後の”行政“はくじ引きだった」 

「メキシコサパティスタでは、ルールを守らない悪い人をどうするか、長い議

論を尽くして決める」 

「今の日本でも、食べ物の差し入れ、融通し合うなど、お金だけでない、人と

人との関係を創っていきたいということころがみんなにある」 

等の意見。 

 

さらに、レポーターは問いかける。「人民革命は日本で起るか？」 

 

「僕の考えでは、資本の搾取と国家の抑圧で疲れ切った労働者が、“孤独に、

思考し、判断し、行動する”ためには、“帰る場所”が必要。」 

「それは、家庭、地域、学校、職場（労働組合）・・・・人それぞれ。しか

し、絶対に、“国家”であってはいけない！！」 

「自分の隣にいる誰かを全力で受け入れ、共に語り合い、デモに行けた

ら・・・。そういうつながりを一つでも多くつくること…それが革命。」 
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＜第五回 ゆいさん＠11月 29日プチ労その 67＞ 

 

～ずっとある労働者の「力」、コミューン 

 「”人のためのあらたな経済“を創り出すこと」 

 

第三章 国家と革命。1871年のパリコミューンの経験。マルクスの分析 

4.国民の統一を組織すること ⇒「官僚」ない自発的な中央集権（94ｐ）。 

5.寄生体としての国家の廃絶 

 

「コミューンの真の秘密は、労働の経済的解放を達成するための、ついに発見

された政治形態だったこと」（97ｐ）。 

 

レポーターは、きっぱり言った。「革命って、人権のこととかと思っていたけど、

“コミューンの真の秘密は、労働の経済的解放を達成する政治形態”とあるよう

に、”人のためのあらたな経済“を創り出すことが核心なんだ。」 

「経済」の語源は、「経世済民」。「世を治め、人民を救うこと」。 

そして、「コミューンは自然な人間の生活の形態として発生という感じもし、今

暮らしている制度があたりまえではないとあらためて思った」 

 

人を踏みつけにし続ける資本主義。 

「S さんが“音楽の仕事で食えない”ということだが、「労働者中心の社会」で

こそ価値を持てる？」「以前、プチ労で試算をした。今の日本の実際の生産を前

提に、資本の搾取を社会の共有に振り向けると、働ける人が週 3 日働けば、社会

の医療と教育と家賃を無料にして働けない人への年金をまかなった上で十分暮

らしていけると試算。その上で、残りの週 4 日に音楽活動で生み出すものが社

会的にも新たな価値になる。」「同時に、膨大な無駄があることも試算で見えてき

た。」「いらない仕事が多い。例えば、服飾で、販売の仕事はいるのか。創った人

が自ら売っていくというような形がいいのでは。一方、今は、NTT の子会社で

働いているが、NTT は膨大な子会社群で何から何までやっている。とにかく大

きくなろうとして、何でもつくって何でも売るし、働いてい居る人に目が届かな

くなる」「アメアパも同じだ」「トヨタで過労死が出ても、かまわないどころか隠

蔽しようとする」 

「一方で、介護、医療など人が足りない」 

 

それに対抗するコミューンの歴史（山城国、パリコミューン、ロシア革命、広州

蜂起、オアハカ市民衆評議会 APPO）があった（コラム 5「コミューンの歴史」）。 
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＜第六回 ヒデさん＠1月 24日プチ労その 68＞ 

 

～団結のための労働者の「力」の向き 

 「権威は、金のためか、人を大事にするためか、その向きが問題」 

 

第四章 つづき。エンゲルスの補足的な説明 

1.『住宅問題』 

 

「すでに十分あるのに住宅難」の解消は、「官僚」はしないが、「武装した労働

者」にはできる。 

 

2.無政府主義者との論戦 

 

レーニンは言う。「国家をなくす目標のために、ブルジョアの反抗を打ち砕く

ために、プロレタリアには、過渡的に、一時、国家が必要であるにすぎない」

（105ｐ）。「国家を生みだした社会条件が一層される前に一挙に廃止すること

は無理」（108ｐ）。「無政府主義者は、“国家の権威をまず廃止し自治”という

が、権威と自治は相対的な概念。社会の発展の段階で異なる」（107ｐ）。「パリ

コミューンは権威を十分には行使しなかったから壊滅した。」（108ｐ）。 

 

この「“武装した労働者による過渡的な国家の権威」ってどうか？ 

「権威っていう言葉はきらいだが、金のためか、人を大事にするためか、その

向きが問題じゃないか」 

「権威が主義になることが多いので、必要な時とそうじゃないときがある」

「闘う労働組合が社会を運営すると、その権威は、動労千葉が、長年の闘い

で、“一人の仲間も見捨てない”ために信条としているように”義理・人情・

団結“の向きになる（コラム 6「国鉄労働者の闘い」）」。 

 

3.ベーベルへの手紙 

 

「コミューンは、もはや、本来の意味での国家ではなかった。住民自身が登場

した」（114ｐ）。 
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＜第七回 ひさしさん＠2月 28日プチ労その 68＞ 

 

～労働者の「力」と民主主義の「克服」 

 「シールズは日和見主義じゃない。思想を創っているところ」 

 

第四章 つづき。エンゲルスの補足的な説明 

4.エルフルト綱領批判―日和見主義批判 

 

「ドイツの皇帝のもとにある帝国議会の限界のなかで、労働者の権利の平和的

な改善を言う社会主義者は日和見主義者」（120ｐ）。 

 

5.マルクス「フランスの内乱」1891年序文―国家への迷信批判 

 

レポーターの「シールズ（自由と民主主義のための学生緊急行動）は“特定の

思想を持たない日和見主義”だからたくさんの人を巻き込めたのか？」という

問いかけに。。「個人もシールズも日和見主義じゃない。」 

「日和見主義は、「野党共闘で選挙」というような思想のある党として日和る

こと。」「主義・思想のある人を批判する風潮はおかしい。」 

「シールズは成長して、僕らとも近いものになりつつある（「民主主義ってな

んだ」と思想を問いかけ、創っているところ？）。」 

「その一層の成長のきっかけとしては、「野党共闘選挙」に注目したい」。 

 

日和見主義は、特定の思想を持たないのではなく、労働者の「力」を認めず、

労働者の民主主義を創るために、国家を倒す革命を避けること。 

 

「コミューンのように国家という抑圧力を倒さなければならないが、特に、ド

イツでは、これまで官僚がやってきたやり方でしか社会の面倒はみられない、

という国家への迷信的崇拝が強い」（136ｐ）。 

 

6.民主主義の克服についてのエンゲルスの見解 

 

「民主主義は、多数者への少数者の服従そのものでなく、その服従を認める国

家、すなわち暴力を行使する組織」（141ｐ）。アベの「民主主義」はその典型

(コラム 7「アベの罪状リスト 2015」)。「終局目標は人間へのあらゆる服従、

暴力を廃絶すること。これを習慣とするために、新しい 1世代が必要。」 

（142ｐ）。 
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Ⅲ 「未来への過渡期」 （第五章） 

労働者の「力」が「習慣」へ 「国家と民主主義の死滅」と「団結」の完成 

 

労働者が主人公になる「共産主義」に今の資本主義を土台にしながら、どうい

う風に移行するのか？ なぜ「今の国家のガラクタを投げ捨てるのに 1 世代が

必要なのか？」を説明するところ。いわば、今までのまとめ。 

 

 

＜第八回 ちえこさん＠3月 27日プチ労その 70＞ 

 

～労働者の「力」が「習慣」になるとき 

 「いわば"分け合う“という“習慣”が大事」 

 

第五章 国家死滅の経済的基礎 

1.マルクスの問題提起  

 

「ユートピアではない。だから特殊な時期が存在する」（147ｐ）。 

 

2.資本主義から共産主義への移行 

 

レポーターは、まず、「この年齢になってレポート。できるかと思ったが家族

も手伝ってくれた。この 1 年、エスクの闘争（コラム 8「エスク 4 銃士の闘

い」）で仲間も増えてきて、自分はずっと労働者です」 

 

そして、一気に言う。「今、私たち労働者は搾取され、政治からも締め出され

ている。だから、プロレタリア独裁は、労働者が力をもつこと。貧者の民主主

義のために。一番大事なのは、労働者のストライキとデモの力。みんなのこと

を自分の頭で考え行動するという習慣、その結果としての団結が大事。」 

 

レーニンは言う。「この独裁(ソビエトを通じた民衆の支配)で民主主義は形態

変化する」貧者の民主主義になるとともに、資本家は抑圧される」（152ｐ）。

「資本家の反抗と階級がなくなり、民主主義が完全になるほど、国家と民主主

義(民衆の支配自体)は不要になって死滅する」（154ｐ）。 

 

それは「暴力、隷属関係、国家という強制機関がなくても、搾取、人間の憤
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慨・抗議・反抗を呼び起こし抑圧の必要を生みだすものがなにもなければ、共

同体の基礎的規則を守る習慣を身に着けるから」（153ｐ）。「個々人の不法行為

はあろうが、そのために抑圧の機構は必要ではなく、武装した人民自身が、簡

単・容易におさめる」（156ｐ）。 

 

「共同体の基礎的規則を守る習慣」それは、「道徳」とかではなく、文明人と

しての人間が普通に行動する、一種の惰性、ありきたりな慣性。  

 

今、そこにある慣習でもある。「奪う」から「分け合う」。「私的」の英語、「プ

ライベート」の語源は「奪う」。 

 

 

 

 

 

（タイ屋台料理 ガパオライス＆焼きナスのサラダ）  
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＜第九回 まきこさん＠4月 24日プチ労その 71＞ 

 

～「習慣」が「団結」を完成するとき 

  「革命で、真に大衆的な運動が始まる」 

 

第五章 国家死滅の経済的基礎 

3.共産主義社会の第一段階 。。。。「労働に応じて分配」  

4.共産主義社会の高い段階 。。。。「労働自体が第一の生命欲求」「必要に応じ

て分配」 

  

レポーターはあらためて、いい問いかけをする。 

「国家の起源って？ 市民のライフラインを作る？いやいやそれはみんなで協

力すればつくれるもの。」「では、統治する機関？権力って？ それは、労働者が

する「自治」？でも、みんなが勝手なこといったら？」「 なぜ抑圧？ なぜ武

装した労働者？」 

 

国家の起源は共同体間の商品交換開始。この商品社会では、労働力を商品とし

て販売する労働者の競争が基本であり、団結するのは容易ではない。 

 

この「商品としての交換」を最終的になくすことが「国家の死滅」。プロレタ

リア独裁では、資本家だけでなく、「労働力を商品としてより高く交換しよう

とする」労働者も「抑圧される可能性」がある。 

 

新たに身に着ける「習慣」が、「商品交換＝等価交換」に代わる尺度。 

それをする「武装した労働者」とは、「自らのために自らの原則による」新し

い人間の姿。 

 

文中に何回も出てくる“武装した”労働者という言葉にたろうさんから質問。 

それに対して、むぎたさん「その段階で資本をもたなくなった資本家がまた資本

を作ろうとしないように武力をもって抵抗しないように労働者は武装しなくて

はいけないのでは。それは軍事力とはちがうもの」 

さらに「ロシア革命の時革命側の武装した工場労働者は４万人、政府軍守備隊１

４万人が革命軍側についたので革命の日にはほぼ武力衝突はなかった。今の自

衛隊も労働者が武器を持っても対抗できない、そこも革命側につけていく必要

がある」などの意見がでた。 
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“抑圧”という言葉”武装した“という言葉にやはりひっかかる人がいることに、

本日のスペシャルゲストばくさんが、ご自身の生き方から明快に答えてくれた。 

 

「まずは共産党宣言の中で“人類の歴史は階級対立の歴史である”という大命題

があるが、階級対立がある以上、一つの階級が他の階級を支配して抑圧するのに

必ず必要になるのが国家であるということ、革命蜂起によって資本家階級を倒

しても、また、もとに戻ろうとするので、その時にはまだ労働者の国家が必要と

いうことで理解するといいのではないか。」 

 

そして、「自分が国家と革命の中で好きなところがあります。それは、170ｐの

“社会主義をなにかある死んだ、硬化した、一度あたえられたらそれきりという

ありきたりのブルジョア的観念は、際限もなく誤っていることを理解すること

が大切である”革命を起こしてそれでおしまいではない、“実際には社会主義の

もとではじめて、社会生活と個人生活のすべての分野で住民の大多数が参加し

ついで全住民が参加しておこなわれる、急速な、ほんとうの、真に大衆的な運動

が始まるのである”」（170ｐ）。それは、団結の完成のための運動。 

 

しかし、「搾取、人間の憤慨・抗議・反抗を呼び起こし抑圧の必要を生みだす

ものがなにもなければ、容易に身に着く習慣」と言っていたことと「商品とし

ての交換」を最終的になくすために必要な尺度としての習慣。これは矛盾？ 

というより、せめぎあい。 

 

このせめぎあいを「新たな社会で成長する 1世代」の時間をかけてすることに

なる。（コラム 9「今そこにある社会主義：キューバ革命の歴史」） 

 

一方で、レポーターは言う。「パリコミューンの 1870年代、資本主義は、その

根本インフラである爆発的な鉄道建設をはじめ、急速に発展。大量生産・大量

消費が始まる。今、鉄道で闘う動労千葉・水戸に重なる。」 

 

その後の資本主義の発展は、「すべての人が国家統治に参加できる前提条件を

準備する」。「単純化した“計算と統制”により社会全体が平等に労働し平等に

支払を受ける一つの工場になる」（172,173ｐ） 

 

そこでの「工場の規律」は終局目標でなく一段階。「社会の圧倒的多数が、自

分で国家を統治することを学び、統制を軌道に乗せた時から、あらゆる統治一

般が、国家が必要なくなり始める」（174ｐ）。 
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Ⅳ 今 革命へ  (第六章、第七章ゼロページ) 

「未来への過渡期」に向かって、たちあがる労働者の「力」 

 

 1917 年 10 月革命の 2 ヶ月前にこれを書いていたレーニンは、「革命には日和

見主義的偏見とのたたかいなしには不可能」と、第 5 章までで革命後の未来ま

で描いたが、ここで“今の日和見主義者への批判”に戻る。 

 

 

＜第十回 たろうさん＠5月 29日プチ労その 72＞ 

     

～革命の蒸気 

「俺は日和見主義者？ でも、この国をぶっこわす！」 

 

第 6章 日和見主義者によるマルクス主義の卑俗化 

1. プレハーノフと無政府主義者との論戦 

2. カウツキーと日和見主義者との論戦 

  

 レポーターは、レーニンの言う日和見主義を「官僚がいないと労働者では国

家の運営がムリだから国家は粉砕しない、と後ずさりする人々」とした上で、

「日和見主義は、たみとやに出会う前の僕と嫁かと思うが、よくよく考えてみ

ると、自分たちは、政治ときりはなされた人間なのかと考えた。」 

「あらゆる権力はいやだし、自分は無政府主義かともおもう。国家なんか粉砕

してしまえと思う。ただ、それで産まれる混沌、荒れた状態。次のことを考え

てないと思う。どうしたらいいのか。頭がまわらない」 

 

 だから、彼は問いかける。 

●革命とは？武力は必要か？武器は売ってないし。 

●選挙で革命はできるのか？ 

●デモで世の中は変わるのか？ 

●一揆のようなことは本当に起こるのか？ 

●SNS はどこまで政権・国家に圧力をかけられるのか？ 

●国会前に押し寄せても何も変わらないのか？  

●ゼネストはどうすれば出来るのか？ 

議論はもりあがる（詳細は、当日レポート 10 参照）。 

彼が言う。「今、革命の蒸気がある」。 
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その彼のレポートは、自分自身の生き様を問う“魂の叫び”。 

 

それは、みんなにあらためて“革命の原点”を問うものだった。それは、Flying 

Dutchman の“Human Error”も思い出す、「歌詞のある曲は作ったことがない」

というミュージシャンであるレポーターの詩（うた）だった。 

 

「2 日ごとくらいにいろんな問題が起きて追いつかないから音楽にはまる。原

発、戦争、G7、オバマ広島訪問。でも、政府、国家、あらゆる差別のことに腹

が立つ！つかれる！働いてる場合じゃない！こんな国、ぶっこわれてしまえ！

日本死ね！と PUNK を聞きなおす。Rock に感動する」 

「アベを殺したいとも思う。暴動、テロが起きないのが不思議。みんな怖いの

か？アベだけやっつけてもしょうがないのも分かる。僕は怖い。家族とずっと一

緒にいたい。優しい音楽も聴きたい。長生きしたい。」 

「日和見主義は僕だ。アベも殺せないし、ミサイルも作れない。でも、子供たち

には、ダサい大人達に気に入られるようなバカにはなってほしくないので、Rock

を大音量でたくさん聞かせている。楽しい。心から笑っていたい」 

「でも、うちの子達も、戦争にかりだされてもたまらないし、原発なんかも、ま

た爆発したら住むところ無くなるし。。。 少しづつ勉強している。」 

「でも、もう言葉すらキライになりそう。人間に口がついてなかったら、戦争な

んか、原発なんか無いんじゃないかって思う。」 

「まあ、とにかく、非人道的な政権、社会、世界な気がするので、興味本位なだ

けでは、多分、いや、絶対かわらないので、やはり、一揆、それも国民全体で。

うーん、どうしたら全国民が、一緒に怒れるのか？ SNS なのか？ うーん、

ここから先に進みたい。」 

「とりあえず、つかれて、自分がブッ倒れてもしょうがないので、ウルフルズ

の“ええねん”でも聞いて泣こう。タバコを吸おう。コーヒーでもいれよう。

そして、次の曲は、“笑えれば”にしよう。」 
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＜最終回 つよし＠6月 26日プチ労その 73＞ 

     

～革命の宣言 

  「革命の経験は、それについて書くよりも愉快」 

 

第 6章 日和見主義者によるマルクス主義の卑俗化 

3.カウツキーとパンネクックとの論戦 

   

 レーニンは、1912年、カウツキーが、パンネクック（1873-1960：オランダ

の共産主義者・天文学者）たちから、さらに強烈に、国家にかんするプロレタ

リア革命の任務の問題が提起されるやいなや、「国家は粉砕する」というマル

クスの命題から引き下がったことを記した後、突然、「教科書」の書きぶりを

やめる。 

 

 そして、唐突に「革命の宣言」をして 6章を終わる。 

 

 「われわれは、日和見主義者と決裂するであろう。そして、自覚したプロレ

タリアートは、“力関係の変動”のための闘争ではなく、ブルジョアジー打倒

のため、ブルジョア議会制度の破壊のため、コミューン型民主的共和制あるい

は労働者・兵士ソヴィエトの共和制のため、プロレタリアートの革命的独裁の

ためのたたかいにおいて、われわれとともにあるであろう。」（204ｐ）。 

 

第 7章 1905年と 1917年のロシア革命の経験(記述なし) 

 

 レーニンは、革命後の 1917年 11月に言う。「私は、この章を 1行も書けな

かった。10月革命の前夜が、これを”妨害した“のである。このような”妨害

“は喜ぶほかない。”革命の経験“をすることは、それについて書くよりも愉

快であり、有益である。」 

 

 

 

＜参考書＞ 

白井聡「未完のレーニン ＜力＞の思想を読む」2007年 

同  「『物質』の蜂起をめざして レーニン、＜力＞の思想」2010年 
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☆各回編☆ 
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Ⅰ 国家とは （第一章、第二章） 

「ウチラのじゃない国家と民主主義」を労働者の「力」でぶっとばせ 

 

ロシア革命前夜の騒然としたなかで、レーニンは第 1 章から、やつぎばやに

「国家」「階級対立」「暴力革命」「国家としての民主主義」を打ち出す。 

 

 

＜第一回 しょうこさん＠7月 26日プチ労その 63＞ 

 

～特殊な抑圧力「国家」をぶっとばせ 

    「ウチラの国家じゃない」 

 

第一章 階級社会と国家 

1.階級対立の非和解性の産物としての国家 

 

国家って何？ 階級対立の非和解の産物なのか？それとも階級を和解させる

機関？階級対立を隠蔽する機関なのか？ 

 

レポーターは言う。「“国家は諸階級を和解させる機関”という見方が多くあ

るが、今、私達が平和に人間らしくくらすためのはずの国家が私達の意に反す

るものになっているのは明らか。ウチラの国家じゃない」。 

 

「7 月 19 日の戦争法反対デモでは、“国を守るな命を守れ！戦争するような国

はいらない！革命おこしてぶっつぶせ！安倍政権をぶっつぶせ！”とコールし

たが、“ぶっつぶせ！”への反応は思っていたよりずっとすごかった。」 

 

「ネットで話題のムギタの投書（朝日新聞 2015 年 7 月 18 日：コラム 1「ムギ

タ投書の推移」）は、“私は当事者の責任としてこの法案を止める。それが私の

民主主義。この投書を読んだあなたがもしも声をあげてくれたならば、それは

私達の民主主義になる”と静かながら強烈にあおっている。そして、“電車の

なかで何度も読んで泣いた”という人がいるように“強行採決された”という

人への希望だ。」 

 

ムギタさんは言う。「最近の国会前の学生たちは、秘密保護法のときよりもさ

らに“自分が止める”と言っていることに刺激され、自分なりに踏み込んで一
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気に書いた。」 

 

一方、ヒデさんからは、「レーニンの時よりもっと会社と労働者の問題が世界

に広がっていると思う。国家をどうするかというより、そのことをどうするか

がもっと重要かなと思う。だから労働組合が大事だと思う。」という意見。確

かに大事。しかし、今、国家が「会社と労働の問題」を隠蔽しているのではな

いか。 

 

2. 武装した人間の特殊な部隊、監獄その他  

 

国家は、官僚、つまり、役人、軍隊、警察、裁判官、さらには、会社の官僚的

管理職も含む「特殊な公的“暴力”」。国家は、資本家の代わりに、官僚が労働

者を抑圧する特殊な（＝ねじれた）力（21ｐ）。 

 

今の社会では、資本家は、労働者がストしても直接暴力を振るわない。資本家

の財産を守るという名目で、役人が裁判官が「法律に基づく命令」を出し、警

察や軍隊が動く。 

 

レポーターは言う。「働く一人ひとりは労働者だから仲間にする対象。でも、

軍隊・警察・監獄は国家の装置は非和解。一人ひとりは上司、国家の命令で動

くしかない。“国家をぶっつぶす”と言ってもそう思う人が多数にならなけれ

ばテロ。今、立ち上がっている人々それぞれ補い合って、仲間をひたすら日常

の職場で増やしていく。」 
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＜当日レポート 1＞ 

○今とからめた渾身のレポーター説明 

 

・国家は階級の対立が非和解だからこそ生まれたもの 

 これに対して「国家は諸階級を和解させる機関」という見方が多くあるが、

今、私達が平和に人間らしくくらすためのはずの国家が私達の意に反するもの

になっているのは明らか。 

 

・「私達の解放は国家をぶっつぶすことなしには不可能」という結論 

 7 月 15 日、戦争法強行採決の時に「シュプレヒコール」するだけだった野党

議員は「強行採決に追い込んだ。来年の選挙で頑張ろう」と言った。なぜ、議

長席を占拠し 10 万人が取り巻く国会の門を開けないのか。彼らは革命はした

くない。 

 

・国家という「権力」は、主に軍隊・警察・監獄という「公的暴力」にある 

 軍隊・警察・監獄で働く一人ひとりは労働者だから仲間にする対象。でも、

軍隊・警察・監獄は国家の装置は非和解。一人ひとりは上司、国家の命令で動

くしかない。 

 

・「国家をぶっつぶす」と言ってもそう思う人が多数にならなければテロ。

今、立ち上がっている人々それぞれ補い合って、仲間をひたすら日常の職場で

増やしていく。 

 

・7 月 19 日のデモでは「国を守るな命を守れ！戦争するような国はいらない！

革命おこしてぶっつぶせ！安倍政権をぶっつぶせ！」とコールしたが、「ぶっ

つぶせ！」への反応は思っていたよりずっとすごかった。 

 

・ネットで話題のムギタの投書は、「私は当事者の責任としてこの法案を止め

る。それが私の民主主義。この投書を読んだあなたがもしも声をあげてくれた

ならば、それは“私達”の民主主義になる」と静かながら強烈にあおってい

る。そして、「電車のなかで何度も読んで泣いた」という人がいるように「強

行採決された」という人への希望だ。 

 

・そして、最近あらためて見直されているロシア・アヴァンギャルドはロシア

革命から生まれたが、革命が生み出すものはすごく色彩豊かではつらつとした
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ものだ。 

 

○意見等 

 

・ムギタは投書について「最近の国会前の学生たちは、秘密保護法のときより

もさらに“自分が止める”と言っていることに刺激され、自分なりに踏み込ん

で一気に書いた。朝日新聞も直さなかった」 

 

・スカイプ参加の生コン労働者ヒデは「レーニンの時よりもっと会社と労働者

の問題が世界に広がっていると思う。国家をどうするかというより、そのこと

をどうするかがもっと重要かなと思う。だから労働組合が大事だと思う。」 

 

ロシア革命前夜の騒然としたなかでレーニンは第 1 章でやつぎばやに「国家」

「階級対立」「暴力革命」を打ち出す。今と自分の言葉でからめたレポーター

の説明やムギタの投書から「今、私達の国家じゃない」ことは鮮明になった

か。だから「国家をぶっつぶす」か「選挙で私達の国家にする」か。ヒデの言

う「会社と労働者の問題」と第 1 章後半にでてくる「普通選挙権ってなんだ」

をからめて、次回以降。 
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しょうこさんレジメ 
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☆コラム 1「ムギタ投書の推移」 
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Ⅰ 国家とは （第一章、第二章） 

「ウチラのじゃない国家と民主主義」を労働者の「力」でぶっとばせ 

 

 

＜第二回 なおこさん＠8月 30日プチ労その 64＞ 

 

～民主主義もまた国家 

 「独裁者も生む民主主義」 

 

第一章 階級社会と国家 

3.被抑圧階級を搾取する道具としての国家 

 

 8月 30日戦争法反対国会包囲の日に今一度、国家って何？  

「近代代議制国家は、資本が賃労働を搾取する道具」（27ｐ）。レポーターは言

う。「私たちのではない国家の意思の実感したのは、辺野古基地建設、大飯原

発再稼動、「街」の弾圧（コラム 2「“街”の弾圧」）」 

 

逆に、普段は感じない「国家の意思」。そもそも、国家の起源は、共同体間で

商品交換が始まった時。国家の役目は、その自由、商品を人々がそれぞれ私有

することの保証。それを侵さない限り国家は中立的。その国家で「官僚」の主

な役割は私有財産を維持すること。さらに、そこから生じる持っている人と持

っていない人との闘争を抑え込む（階級対立の隠蔽）。 

 

 レポーターが問いかける。「選挙権があるのにこの国がひどいのはなぜ？

“民主主義”って何だ？」 

 

それに対して、「議員は政治をやり、選挙民は経済・生活をやると分かれてい

るから。選ばれていることを忘れる。一方、ロシア革命史でやった、労働者が

発明した“ソビエト”は、“街頭と議会の中間”。工場で街頭のような議論の

末、一緒に働く仲間を代表に選ぶ。だから代表は選ばれたことを忘れない。」

「そうか、ソビエトって、直接民主主義か」 

「チリのアジェンデ政権は、確かに選挙で選ばれたが、すぐひっくり返された

のは、“政治家にやってもらおう”ということの限界だったのでは」 

 

「今、民主主義は“民が主になるという思想”ではなく、まさに“多数決で決
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めれば平和も戦争もある”という”方法“。」 

「シールズも“多数決で独裁者を決める制度をもった覚えはない”と言ってい

た。」 

 

民主主義は方法、制度。レーニンは言う「民主主義もまた国家。（すなわち組

織された暴力）」（37ｐ）。 

 

 4.国家の「死滅」と暴力革命 

 

 「国家をぶっつぶす」というのは、「特殊な抑圧力」国家と「労働者の力」

が「暴力革命」で交代すること（36ｐ）。 
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＜当日レポート 2＞ 

 

本日の国会包囲を踏まえて、レーニンの言う「国家と民主主義、そして革命」

について、労働者を分断し考えさせない、引継ぎの時間さえない今の職場の状

況と労働組合の意味など引き寄せて議論できた。 

 

●「国家の意志」を感じたこと 

・N「辺野古でどうあっても国が着工したとき、原発やめろと 20 万人が国会に

集まっても大飯原発を再稼動したとき、福祉作業所：街の仲間が“反戦運動が

詐欺だ”と逮捕されたとき、私達の国家ではない、その意志を感じた」 

・Sa「そんな話を聞いたとき、特権階級だけを利する国なら、デモでもなんで

も反対していいんだとスコンと腑に落ちた。」・N「そう、“富の無制限の権力は

民主共和政でいっそう確実”」 

 

●「選挙権」があるのにこの国がひどいのは何故？ 

・T「議員は政治をやり、選挙民は経済・生活をやると分かれているから。選

ばれていることを忘れる。一方、ロシア革命史でやった、労働者が発明した

“ソビエト”は、“街頭と議会の中間”。工場で街頭のような議論の末、一緒に

働く仲間を代表に選ぶ。だから代表は選ばれたことを忘れない。労働者の意志

を代表しなければ、いつでも同僚に代われる。」 

・M「ソビエトって、直接民主主義」・N「チリのアジェンデ政権は、確かに選

挙で選ばれたが、すぐひっくり返されたのは、“政治家にやってもらおう”と

いうことの限界だったのでは」 

 

●「民主主義」って何だ？？ 

・N「今、民主主義は“民が主になるという思想”ではなく、まさに“多数決

で決めれば平和も戦争もある”という”方法“。」 

・M「シールズも“多数決で独裁者を決める制度をもった覚えはない”と言っ

ていた。」 

 

●デモでなにが変わるのか？ 

・Sa「今の政治についてテレビに怒る夫が“そうはいってもデモで何が変わる

のか？”でも、やっている店で出会う人の反応が変わってきた。以前は“デモ

なんてえらいですね”、今は“私も行かなくていいのかな”という表情。」 

・T「M の投書から 1 ヶ月。今日の東京新聞の社説は“デモの民主主義が来
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た”」 

・N「たしかに“自分たちで決めよう”になってきた」 

・Sh「今日、国会前で日教組の先生達が“二度と子供たちを戦場に送らな

い”、郵政の労働者たちが“赤紙は配らない”と横断幕を掲げていた。日刊ゲ

ンダイの言う“安倍の嘔吐・吐血”は、JR 会長と会食していた時。その直後

に国鉄解雇撤回を最高裁が棄却した。安倍も労働者が協力しなければ戦争でき

ない。だから、デモで一緒に声をあげるとともに日常の職場で労働組合を作り

広げるのが大事。」 

 

●「引継ぎ」の時間もない職場 

・Yu「養護施設の職場で話す時間もない」 

・Ya「イトーヨーカ堂では、シフト間の引継ぎは文書だけ。話す時間を作らせ

ない」 

・K「看護師の娘はほんとに同僚と話す時間がない」 

・Si「美濃部都政の時は、目黒区職も組合員のためによく活動していたが今は

だめ」 

・T「今、有料老人ホームで人手不足の上に薬の管理まで介護士に押し付ける

ので休憩時間もとれない状況に職場全員が抗議に立ち上がっている」 
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なおこさんレジメ 
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☆コラム 2「“街”の弾圧」 
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Ⅰ 国家とは （第一章、第二章） 

「ウチラのじゃない国家と民主主義」を労働者の「力」でぶっとばせ 

 

＜第三回 はなこさん＠9月 27日プチ労その 65＞ 

 

～国家の抑圧力に交代できる労働者の「力」。「団結」できるか？ 

 「“蛍の墓”は見たくない人の信頼をどうかちとるか」 

 

第二章 国家と革命。1848-1851年の経験 

1.革命前夜 

 

レポーターは言う。「国会前の革命、今の日本でなぜこんなに若者がたちあが

っているか。 

 

「デモなんていったことない、そんな若者たちがそれぞれの思いを胸に、国会

前に集まった。、どうしたらいいかわからないけど、行動せずにはいられなか

った、彼らがいた。彼らこそが革命の主体なのではないか？」 

 

「きっとその一人一人が考えているはず。民主主義が与えられたものでなく、

自分たちで奪い取るものなのだとみんな思ってるはず。じゃあどうやって奪い

取る？ 労働者だと自分で言いきるのは難しいかもしれない。しかし持ち帰っ

てみてどうしようかとおもった、その革命は、個人のものではなく、自分が活

躍する拠点でのみ広げられる。」 

 

「それを気づかせるのに、私は、アメアパでやってきたように（コラム3「ハ

ナコ解雇撤回」）、組合をやっているし、仲間に呼びかける。」 

 

「戦争、と拠点。戦場はまだ目に見えないところにあるかもしれないが、それ

はすぐそこまでやってきている。資本と国家の結びつきに気づいたとき、じぶ

んが一番近い場所で闘いはじめることができるはず。」 

 

「ウチラのじゃない民主主義を労働者としてとり戻す。資本と国家の結びつき

に気づけ！」 

 

なぜ労働者か？ 資本主義がすすむほど、資本家は、自分たちは競争で分裂し
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ていくのに、大量の何も持たない労働者を生み出すほかないから（47ｐ）。 

 

なぜ革命できるか？ 労働者の「力」は、一人ひとりは労働者なのに資本に代

わって労働者を抑え込むのが役割だという官僚、ねじれた国家の特殊な「力」

とは違う、“自分たちのために”という質を持っているから。「何者とも分有で

きない大衆の武装に立脚した権力」（48ｐ）。 

 

2.革命の総括 

  

パリコミューンが粉砕したのは、当時、最も民主的な憲法を持つといわれた議

会で選ばれて大統領になり、その後、議会を停止し皇帝になったルイボナパル

トが強化し完成した国家。今のアベに似ている。 

 

3.1852年におけるマルクスの問題提起 

 

労働者の「力」が創るものとして、マルクス、レーニンは言う。「“過渡期の国

家”としてのプレタリア独裁（レーニンに言わせれば、ソビエトを通じた民衆

の支配）」（60ｐ、63ｐ）。 

 

レポーターは言う。「“勤労被搾取労働者”を団結させることができるのもウチラ

だけ。国会前でスーツ姿で来ている人がいるとうれしかった。オフィスの人は孤

立しがちで、資本に寄り添っていないといつ首になるかわからない。中途半端な

立場にあると団結できない。それでも、その人たちと団結できるのはわたしたち

だけ。」 

 

 しかし、「団結」は容易ではない。ヒデさんが言う。「まわりに“蛍の墓”は見

たくないという人多い。できるだけきれいなものがいい。人を信用しない。人が

怖い。仲間を増やすっていうのは、そういう“勤労被搾取労働者”から信頼をか

ちとっていくということ。」 

 

国家を生み出したのは、商品交換の社会。そこでは、労働者の労働力も商品。

根本的に、労働者は、少しでも高く労働力を売ろうとせざるをえない競争関係

にある。だから、根本的には「団結」できない？ 同じ、何も持たない境遇に

あるから「団結」できる？どうする？ 
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＜当日レポート 3＞ 

 

彼女が実感してきたこと、実感していることを言葉にしていくと不思議に頭に

入ってくる。 

 

・以前、たみとやの勉強会ではじめて、彼女が共産党宣言を読んだとき、自分は

労働者だと自覚した。そこからスタートした。 

 

・今デモが盛り上がる中一番もんだいになっているのは、What is 民主主義？

What is 国家？ 

 わかっていることは今は「ウチラの民主主義ではない」ということ。 

だから本当の民主主義を労働者として取り返す、闘い取る。 

 

・どうやって？自分たちがアメアパでやってきた、やっているように、まず仕事

をしている中で仲間から信用される人になる。そして、仲間をつくり、お互いに

力をつけていくこと、自分たちで職場をまわすことができるようになる。 

 

・これがここでいう「支配権」を握ることにつながる。資本の支配に対して仲間

たちで「支配」すること。 

 

・その拠点で、団結し、そこで闘い、職場を支配する、これがあっちでもこっち

でも起こってきたとき、労働者が主体となって社会の支配権を握っていく。 

 

・支配権を握って、労働者が主役の社会になったら国家を必要としなくなるの

で、その国家は死滅していく。 

 

・一方で民主主義の平和的発展といった日和見主義的偏見や小市民的思想ー今

のマスコミの選挙キャンペーン。誰も民主党に助けを求めていないのに。国会前

で民主党のスピーチを聞いてもしらけるし、「お前らに答えはない！」と思った。 

 

・議会の中でしか語られない革命。こんなのは革命じゃない。労働者、民衆が立

ち上がり始めている今、国会前に革命がある。どの政党が権力握っても同じ。権

力を奪い取るのは民衆そのもの。 

 

・国家は特殊な権力組織で、ある階級を抑圧するための暴力組織ーこの暴力組織
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を打ち倒せるのはプロレタリアートだけ。ブルジョアの搾取がなくなれば国家

の存在する意味なんてなくなる。 

 

・勤労被搾取労働者を団結させることができるのもウチラだけ。国会前でスーツ

姿で来ている人がいるとうれしかった。オフィスの人は孤立しがちで、資本に寄

り添っていないといつ首になるかわからない。中途半端な立場にあると団結で

きない。それでも、その人たちと団結できるのはわたしたちだけ。 

 

  H：まわりに「蛍の墓」は見たくないという人多い。できるだけきれいなも

のがいい。人を信用しない。人が怖い。仲間を増やすっていうのは、そういう「勤

労被搾取労働者」から信頼をかちとっていくということ。 

 

今回は男性の参加者が多く、この間の状況から論議も活発になった。選挙では

なくて何をやるのか。 

これまでもずっと闘い続けてきて勝ち取ってきたものがそれぞれにある。アメ

アパという拠点、エスクの拠点。 

 

たみとやの拠点、基盤は作ってきているし、仲間を増やし、自分自身をさらに

鍛えていけばいいのではないかと思う。学習も行動も充実してきた。 
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はなこさんレジメ 
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☆コラム 3「ハナコ解雇撤回」 
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Ⅱ 革命とは（第三章、第四章） 

労働者の「力」がパリコミューンで見せた未来 民衆の支配としての民主主義 

 

パリコミューンの経験を総括し、「革命とは何か」を最も端的に語る「国家と

革命」前半のピークをなすところ。 

 

 

＜第四回 むぎたさん＠10月 25日プチ労その 66＞ 

 

～革命の瞬間、「力」の交代で沈黙する暴力 

 「疲れ切った労働者が“帰る場所”、それは“国家”ではない」 

 

第三章 国家と革命。1871年のパリコミューンの経験。マルクスの分析 

1.コミューン戦士の試みの英雄精神はどういう点にあるか？ 

 

「労働者階級は、出来合いの国家機構をそのまま手に入れて、自分たちの目的

のために使うことはできない」（66ｐ）。しかし、レポーターは問いかける。

「そうだとしても、ぶっこわすのは暴力か？」 

 

しかし、パリコミューンでも、ロシア革命でも、革命の瞬間、「暴力は沈黙し

た」。 

 

「国家権力との武力に圧倒的な差がある今、こちらはどうするのか？」 

「どんどんエスカレートしてしまうのでは？」といった疑問に対して、 

 

「ロシア革命でおこったこと、それは、広範なストライキと農民の蜂起が各兵士

部隊を変えていった」という意見に、 

「“私たちが持っている武器は自分たちの労働であり、ストライキなんじゃない

いのか”とあらためて気づかせてくれた。」という意見。 

 

革命がなる瞬間は、国家の特殊な力の「ねじれ」が解消する。「官僚」が労働

者に戻る。 

 

一方、マルクスは言う。「国家を打ち砕くことが人民革命！の前提条件」（67

ｐ）。それでこそ、農民と労働者は連帯できる。 
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労働力の販売競争を超えた労働者の「団結」のためにも、「国家との闘争」が

必要条件。 

 

2.粉砕された国家機構をなににとりかえるか？ 

 

レーニンは革命のポイントとして、「常備軍を“武装した労働者”へ、官僚リ

コール制と労働者並み賃金」（75ｐ、76ｐ）を挙げる。 

 

 パリコミューンでは、「普通の人々」が、この原則をもとにしながら、毎日

のように、「普通の労働者」にとって、画期的な布告を決議し実行していった

（Column No.4「パリコミューンの施策」）。 

それは、「ねじれ」が革命で解消したのに再び「官僚」を生まないための民主

主義。 

 

3.議会制度の廃棄 

 

レポーターは言う。「“階級対立の発展につれて国家が階級支配の機構としての

性格を強める”っていうのは、最近の日本とくにひどい。“議会がおしゃべり

小屋で、政府は人々を騙すために相手を次々変えるカドリールの舞踏を続け

る”ってそのとおり。」 

「国会の議論意味なし。閣議決定意味なし。学校の教員会議で教師に発言権が

ないのと同じ。大臣誰でも同じ。だから、“できあいの国家機構は使うことは

できない”」 

 

「おしゃべり小屋」をやめ、パリコミューンのように、立法府と行政府を兼ね

て、決めたことを自ら実行に移す行動的代議制へ。 

 

官吏は一挙になくせないが、官僚機構の粉砕が任務。 

個々の人間像については、あまり語らないレーニンがあえて言う。「人間が別

の者に代わるまで革命を待つのではなく、今のままの人間（服従、権威、統制

なしにやれない）で、革命をやることを望む」（86ｐ）。「全員が“簿記係”と

いう官吏の役目をする革命」（84ｐ）。 

 

それに対して｢武装した労働者」というのは、自らのために自らの原則で、資

本家が復活しないように力を行使するとともに「単純化された監督と経理の機
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能を果たすことを“習慣”にする先頭に立つ人々」（87ｐ）。 

 

レーニンの言う「習慣」をめぐって、 

「古代ギリシャの民会では議論を尽くした後の”行政“はくじ引きだった」 

「メキシコサパティスタでは、ルールを守らない悪い人をどうするか、長い議

論を尽くして決める」 

「今の日本でも、食べ物の差し入れ、融通し合うなど、お金だけでない、人と

人との関係を創っていきたいということころがみんなにある」 

等の意見。 

 

さらに、レポーターは問いかける。「人民革命は日本で起るか？」 

 

「僕の考えでは、資本の搾取と国家の抑圧で疲れ切った労働者が、“孤独に、

思考し、判断し、行動する”ためには、“帰る場所”が必要。」 

「それは、家庭、地域、学校、職場（労働組合）・・・・人それぞれ。しか

し、絶対に、“国家”であってはいけない！！」 

「自分の隣にいる誰かを全力で受け入れ、共に語り合い、デモに行けた

ら・・・。そういうつながりを一つでも多くつくること…それが革命。」 
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＜当日レポート 4＞ 

 

 

麦太によるレポートは、第 3 章の小見出しを自分なりに「１．打ち砕く ２．と

りかえる ３．“習慣”による新たな秩序」とし、イラスト入りのレジメととも

に、レーニンと格闘し、深め、自分の言葉で話す秀逸で懸命なものだった。 

 

「“階級対立の発展につれて国家が階級支配の機構としての性格を強める”って

いうのは、最近の日本とくにひどい。」「“議会がおしゃべり小屋で、政府は人々

を騙すために相手を次々変えるカドリールの舞踏を続ける”ってそのとおり。国

会の議論意味なし。閣議決定意味なし。学校の教員会議で教師に発言権がないの

と同じ。大臣誰でも同じ。」「だから、“できあいの国家機構を使うことはできな

い”」 

 

その上で、「国家機構をとりかえるときに暴力は必要か？」「新たな秩序とはどん

なイメージか？」そして 

「日本で人民革命を起こすことができるか？」とポイントをおさえた投げかけ

があったために、みんなでの討論も活発になった。 

 

国家権力との武力に圧倒的な差がある今、こちらはどうするのか？どんどんエ

スカレートしてしまうのでは？といった疑問に対して、ロシア革命でおこった

こと、それは、広範なストライキと農民の蜂起が各部隊を変えていったんだとい

うＴの意見は、“私たちが持っている武器は自分たちの労働であり、ストライキ

なんじゃないいのか”とあらためて気づかせてくれた。 

 

また、革命後の人々がみんなで自分でやる社会の機能として、レーニンの言う

「習慣」をめぐって、「古代ギリシャの民会では議論を尽くした後の”行政“はく

じ引きだった」「メキシコサパティスタでは、ルールを守らない悪い人をどうす

るか、長い議論を尽くして決める」「今の日本でも、食べ物の差し入れ、融通し

合うなど、お金だけでない、人と人との関係を創っていきたいということころが

みんなにある」等々、今後の社会をどう創っていくかという議論もいろいろ出た。 

 

今の日本の状況にマッチしている学習で、とても面白かった。 

何より労働者になって、さらに中身が太くなった麦太の成長を感じた。 
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むぎたさんレジメ 
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☆コラム 4「パリコミューンの施策」 

 コミューンの施策 

3 月 29 日 

 

 

3 月 31 日 

4 月 1 日 

 

4 月 2 日 

 

4 月 6 日 

4 月 8 日 

4 月 10 日 

 

 

4 月 12 日 

4 月 16 日 

 

 

4 月 17 日 

 

4 月 19 日 

 

4 月 20 日 

 

4 月 26 日 

 

 

4 月 27 日 

 

5 月 6 日 

 

５月12日 

 

徴兵制と常備軍廃止 

家賃に関する布告（70 年 10 月・71 年 1 月および 4 月までの家賃

支払い猶予）質屋の質物売却禁止（庶民の借金返済猶予） 

外国人の参加宣言「コミューン旗は世界共和国の旗」（ex 労働大臣

ポーランド人労働者） 

コミューンの吏員の俸給、議員の俸給は 6000 ﾌﾗﾝを越えない決定 

教会と国家の分離、宗教目的の国家支出の廃止と教会財産の国有

化、教育の無料開放 

ギロチン台を焼き払う 

宗教的なものを学校から追放する命令 

寡婦および遺児のための布告（戦死した国民軍兵士の妻に年金

6000 ﾌﾗﾝ、遺児に 18 歳まで年金 365 ﾌﾗﾝ、母がいない遺児はコミ

ューンで養育） 

ヴァンドーム広場戦勝記念碑（ナポレオン像）引き倒し 

工場主が放棄した工場を労働者の生産協同組合に引渡し（工場の

統計表と財産目録の作成と補償金支払いが条件）、生産協同組合の

連合体組織計画立案の命令 

負債支払い猶予に関する布告（約束手形・小切手等、7 月 15 日か

ら 3 年以内の履行、負債の利子は無利子）― 

「フランス人民への宣言」（「コミューンは徹頭徹尾開放的な体制」

マルクス） 

パン焼き職人の夜間労働廃止。警察関係業者が独占していた職業

紹介所を区役所に移管。 

司法吏員（公証人・執達吏・競売人・執行吏他）は労働者並み固定

給のコミューン吏員。 

医学校教授たちの逃亡により「自由な大学設立委員会」任命。 

工場主の私的裁判権の罰則付き禁止（工場主の判断で労働者に罰

金を科し賃金減額慣行） 

5 月 20 日以降、質札の無償解除（71 年 4 月 23 日以前の金額 20

フランを超えない質札。小額借金の棒引き） 

コミューン行政官庁の入札見積書に労働者の最低賃金を明記する

ことを義務付け（低額入札のための飢餓賃金是正＝賃金保証） 
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Ⅱ 革命とは（第三章、第四章） 

労働者の「力」がパリコミューンで見せた未来 民衆の支配としての民主主義 

 

 

＜第五回 ゆいさん＠11月 29日プチ労その 67＞ 

 

～ずっとある労働者の「力」、コミューン 

 「”人のためのあらたな経済“を創り出すこと」 

 

第三章 国家と革命。1871年のパリコミューンの経験。マルクスの分析 

4.国民の統一を組織すること ⇒「官僚」のいない自発的な中央集権もある

（94ｐ）。 

5.寄生体としての国家の廃絶 

 

「コミューンの真の秘密は、労働の経済的解放を達成するための、ついに発見

された政治形態だったこと」（97ｐ）。 

 

レポーターは、きっぱり言った。「革命って、人権のこととかと思っていたけど、

“コミューンの真の秘密は、労働の経済的解放を達成する政治形態”とあるよう

に、”人のためのあらたな経済“を創り出すことが核心なんだ。」 

 

「経済」の語源は、「経世済民」。「世を治め、人民を救うこと」。 

 

そして、「コミューンは自然な人間の生活の形態として発生という感じもし、今

暮らしている制度があたりまえではないとあらためて思った」 

 

人を踏みつけにし続ける資本主義。 

「S さんが“音楽の仕事で食えない”ということだが、「労働者中心の社会」で

こそ価値を持てる？」 

「以前、プチ労で試算をした。今の日本の実際の生産を前提に、資本の搾取を社

会の共有に振り向けると、働ける人が週 3 日働けば、社会の医療と教育と家賃

を無料にして働けない人への年金をまかなった上で十分暮らしていけると試算。

その上で、残りの週 4 日に音楽活動で生み出すものが社会的にも新たな価値に

なる。」 

「同時に、膨大な無駄があることも試算で見えてきた。」「いらない仕事が多い。
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例えば、服飾で、販売の仕事はいるのか。創った人が自ら売っていくというよう

な形がいいのでは。一方、今は、NTT の子会社で働いているが、NTT は膨大な

子会社群で何から何までやっている。とにかく大きくなろうとして、何でもつく

って何でも売るし、働いてい居る人に目が届かなくなる」 

「アメアパも同じだ」 

「トヨタで過労死が出ても、かまわないどころか隠蔽しようとする」 

「一方で、介護、医療など人が足りない」 

 

それに対抗するコミューンの歴史（山城国、パリコミューン、ロシア革命、広州

蜂起、オアハカ市民衆評議会 APPO）があった（コラム 5「コミューンの歴史」）。 
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＜当日レポート 5＞ 

 

○何が「革命」を創りだし、「革命」は何を創り出すか。 

パリコミューンの意義を総括した第三章の後半をレポートし彼女は言った。 

「革命って、人権のこととかと思っていたけど、“コミューンの真の秘密は、労

働の経済的解放を達成する政治形態”とあるように、”人のためのあらたな経済

“を創り出すことが核心なんだ」 

そして、「コミューンは自然な人間の生活の形態として発生という感じもし、今

暮らしている制度があたりまえではないとあらためて思った」 

彼女が今までのプチ労で考えてきたことも踏まえて、すっと伝わるまとめで、

“人を踏みつけにする現代資本主義”と“それに対抗するコミューンの歴史”を

めぐって、いい議論になった。 

 

○引き継がれるコミューンの歴史 

U「パリコミューンは 2 ヶ月でどうつぶされたのか？」 

T「プロイセンと卑劣な同盟をした共和政府に最後は負けた」 

N「しかし、コミューンは日本でももっと古くからあった。1400 年代の山城国

など」 

T「コミューンは引き継がれている。1917 年工場・兵士・農民ソビエトによるロ

シア革命だし、1980 年にはお隣の韓国で光州蜂起。」 

N「パリコミューンは歌い継がれる“インターナショナル”を生んだが、光州蜂

起は“ノニの行進曲”を生み、今日現在、ゼネストで闘う韓国民主労総に歌い継

がれている」 

T「さらに、2006 年、H が居たメキシコのオアハカ市では、賃下げ・解雇に対

する教員労組のストに始まり、住民と NAFTA で土地を失った農民、サパティ

スタが共闘した“民衆評議会”が 6 ヶ月間市を占拠した。」 

HN「サパティスタは山村で自給自足をしているが、オアハカ市という都市の闘

争では、やはり労働組合がその機能も含め中心になって引っ張った」 

E「えー！2006 年なんてつい最近だ」 

T「パリコミューンとほぼ同様に、オアハカコミューン（APPO）は、メキシコ

政府軍の虐殺で終わったが、オアハカ教員労組は闘い続け、1 昨年の 11 月集会

に登場した米カリフォルニア教員労組も立ち上がらせた。」 

S「レーニンなんてはじめて手にしたが、コミューンっていいと思う」 

 

○コミューン：「労働者中心の社会」 
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N「S さんが“音楽の仕事で食えない”ということだが、「労働者中心の社会」で

こそ価値を持てる？」 

T「以前、プチ労で試算をした。今の日本の実際の生産を前提に、資本の搾取を

社会の共有に振り向けると、働ける人が週 3 日働けば、社会の医療と教育と家

賃を無料にして働けない人への年金をまかなった上で十分暮らしていけると試

算。その上で、残りの週 4 日に音楽活動で生み出すものが社会的にも新たな価

値になる。」 

 

○人を踏みつけにし続ける資本主義 

T「同時に、膨大な無駄があることも試算で見えてきた。」 

HD「いらない仕事が多い。例えば、服飾で、販売の仕事はいるのか。創った人

が自ら売っていくというような形がいいのでは。一方、今は、NTT の子会社で

働いているが、NTT は膨大な子会社群で何から何までやっている。とにかく大

きくなろうとして、何でもつくって何でも売るし、働いてい居る人に目が届かな

くなる」 

HN「アメアパも同じだ」 

N「トヨタで過労死が出ても、かまわないどころか隠蔽しようとする」 

UI「一方で、介護、医療など人が足りない」 
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ゆいさんレジメ 
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☆コラム 5「コミューンの歴史」 
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Ⅱ 革命とは（第三章、第四章） 

労働者の「力」がパリコミューンで見せた未来 民衆の支配としての民主主義 

 

 

＜第六回 ヒデさん＠1月 24日プチ労その 68＞ 

 

～団結のための労働者の「力」の向き 

 「権威は、金のためか、人を大事にするためか、その向きが問題」 

 

第四章 つづき。エンゲルスの補足的な説明 

1.『住宅問題』 

 

「すでに十分あるのに住宅難」の解消は、「官僚」はしないが、「武装した労働

者」にはできる。 

 

2.無政府主義者との論戦 

 

レーニンは言う。「国家をなくす目標のために、ブルジョアの反抗を打ち砕く

ために、プロレタリアには、過渡的に、一時、国家が必要であるにすぎない」

（105ｐ）。「国家を生みだした社会条件が一層される前に一挙に廃止すること

は無理」（108ｐ）。「無政府主義者は、“国家の権威をまず廃止し自治”という

が、権威と自治は相対的な概念。社会の発展の段階で異なる」（107ｐ）。「パリ

コミューンは権威を十分には行使しなかったから壊滅した。」（108ｐ）。 

 

この「“武装した労働者による過渡的な国家の権威」ってどうか？ 

「権威っていう言葉はきらいだが、金のためか、人を大事にするためか、その

向きが問題じゃないか」 

「権威が主義になることが多いので、必要な時とそうじゃないときがある」

「闘う労働組合が社会を運営すると、その権威は、動労千葉が、長年の闘い

で、“一人の仲間も見捨てない”ために信条としているように”義理・人情・

団結“の向きになる（コラム 6「国鉄労働者の闘い」）」。 

 

3.ベーベルへの手紙 

「コミューンは、もはや、本来の意味での国家ではなかった。住民自身が登場

した」（114ｐ）。 
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＜当日レポート 6＞ 

 

「第 3章 つづき エンゲルスの補足」の前半。「今までより具体的でわかりや

すかった」とレポーター。 

彼の要約もわかりやすく、議論も具体的になった。 

 

●住宅問題 

まず、レーニンは、パリコミューンの経験の意義を「今日の国家とプロレタリ

アの創る国家との類似点と相違点」という観点から説明するために、具体的な例

として、エンゲルスの住宅についての考察を紹介する。「住宅難解消の本質は、

都市と農村の対立の解消にあるが、大都市では住宅が十分にあるのに住宅難で

あることが今の問題。革命で行うのは、今の国家の官僚がわかっていても取り組

まない配布。ただし、それは、無政府主義者がいうのとはちがって、国家が死滅

するまでは無償での貸付は無理。」 

レポーター「ところで、みんなは、住宅難ってナンだと思うのか？ 都市と農村

の対立というなら、家賃も安い農村に住めばいいじゃないとも思うが？」と問い

かけると、 

S「都市に労働者が働き口を求めて集中した結果の住宅難。事実、都営に応募し

続けているが、今の国家行政は公営住宅を作らず、目黒区なんか、応募倍率は 309

倍。1戸の募集に対して 309世帯の応募。」 

Ta「こんな狭いアパートに住宅ローンを払い続け住み続けるので仕方ないと思

っていたが、変えられるんだ、と衝撃。」 

N「年金では足りず、家賃収入で暮らす老夫婦も多い。だから、革命後、全て無

償に一気にはできない。」 

 

●革命後、プロレタリアの過渡的国家＝権威は必要か？ 無政府主義者との違

い 

 レーニンは言う。「国家をなくすべきという点で一致しているのに、“今日明日

にも国家を消滅させられる”という無政府主義者に対して、まず、“ブルジョア

の反抗を労働者が武装し組織された暴力で打ち砕く国家を拒否している”とい

う点でマルクスは反対している」「プロレリアには、そのための国家が一時的、

過渡的に必要である。これがプロレタリア独裁の国家。」 

 さらに、「無政府主義者は、国家という権威をまず廃止するというが、資本主
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義の成果として拡大している大工場、鉄道、郵便組織などの計画的な協同に権威

がなくては運動不能になる。」 

「今の国家を生み出した社会的諸条件が一層されない前に一挙に廃止すること

は無理。無政府主義者が言う自治という概念と権威という概念は、相対的なもの

だ。」 

レポーター「（独裁とか権威っていう言葉はいやだが）“権威”っていうのが、金

のためか、人を大事にするためか、どっちを向くものなのかが問題なのでは？」 

S「労働組合が運営すると、そこでの”権威“は、義理・人情・団結のための向

きになる。」 

一方で、M「“権威”が必要な場合とそうでない場合があるのでは？また、“権威”

は“主義”になっていくことが多い」 

Ts「たしかに、ロシア革命後、1年で、労働組合に運営を任せることは終わった

歴史がある」 

U「過渡期ってどのくらいの長さかな？」 

S「あとのほうで、レーニンは 1世代と言っている」 

 

字句の問題ではないにしても、「権威って、自治って何か？」レーニンは、3 章

前半最後では、「コミューンは、搾取者を抑圧せねばならなかった意味で、本来

の意味で国家ではなくなりつつあった。住民自身が登場した。」と国家について

再度位置づけた上で、後半では、「コミューンによる地方自治」を強調しつつ、

「民主主義」について再考する。参加者其々の、今の、日常の闘いを踏まえて議

論は続く。 
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ヒデさんレジメ 
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☆コラム 6「国鉄労働者の闘い」 
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Ⅱ 革命とは（第三章、第四章） 

労働者の「力」がパリコミューンで見せた未来 民衆の支配としての民主主義 

 

 

＜第七回 ひさしさん＠2月 28日プチ労その 68＞ 

 

～労働者の「力」と民主主義の「克服」 

 「シールズは日和見主義じゃない。思想を創っているところ」 

 

第四章 つづき。エンゲルスの補足的な説明 

4.エルフルト綱領批判―日和見主義批判 

 

「ドイツの皇帝のもとにある帝国議会の限界のなかで、労働者の権利の平和的

な改善を言う社会主義者は日和見主義者」（120ｐ）。 

 

5.マルクス「フランスの内乱」1891年序文―国家への迷信批判 

 

レポーターの「シールズ（自由と民主主義のための学生緊急行動）は“特定の

思想を持たない日和見主義”だからたくさんの人を巻き込めたのか？」という

問いかけに。。 

「個人もシールズも日和見主義じゃない。」 

「日和見主義は、「野党共闘で選挙」というような思想のある党として日和る

こと。」 

「主義・思想のある人を批判する風潮はおかしい。」 

「シールズは成長して、僕らとも近いものになりつつある（「民主主義ってな

んだ」と思想を問いかけ、創っているところ？）。」 

「その一層の成長のきっかけとしては、「野党共闘選挙」に注目したい」。 

 

日和見主義は、特定の思想を持たないのではなく、労働者の「力」を認めず、

労働者の民主主義を創るために、国家を倒す革命を避けること。 

 

「コミューンのように国家という抑圧力を倒さなければならないが、特に、ド

イツでは、これまで官僚がやってきたやり方でしか社会の面倒はみられない、

という国家への迷信的崇拝が強い」（136ｐ）。 
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6.民主主義の克服についてのエンゲルスの見解 

 

「民主主義は、多数者への少数者の服従そのものでなく、その服従を認める国

家、すなわち暴力を行使する組織」（141ｐ）。アベの「民主主義」はその典型

（コラム７「アベの罪状リスト 2015」）。「終局目標は人間へのあらゆる服従、

暴力を廃絶すること。これを習慣とするために、新しい 1世代が必要。」（142

ｐ）。 
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＜当日レポート 7> 

 

  第４章４，５，６ 

 社会民主主義の日和見的見解への批判 

 日和見はだめなのか？シールズは日和見主義？ 

 宗教は私事であるとしたドイツ社会民主党への批判、宗教はだめなのか？ 

といったことについて、活発な意見が交わされた。レポーターがみんなの意見を

ひきだすのが上手で、意見が活発に取り交わされて、プチ労ならでは意見交換に

なった。話はその後深夜まで続いた。 

 

 Ｔ：レーニンがドイツの社会民主党を徹底的に批判しているのは１９１４年

にドイツの  第一党であったのにもかかわらず戦争に賛成してしまっ

たから。ここは絶対に許せないということで、めちゃめちゃ批判している。 

 

 Ｓ：宗教に関してはこれまでの宗教の在り方からいって精神的抑圧や支配的

な司祭がいるなどのことがあり、他力本願で自分でモノを考えないとい

ったことを克服して自分が主体的になっていく、そのために党はそこと

も闘っていかなくてはいけないのにドイツ社会民主党はそのことを投げ

出したことへの批判ではないか 

 

 Ｔ：前に見た戦艦ポチョムキンの映画でもでてきたがロシア正教会の司祭が

でてきて蜂起をとめようとしていたのを海に投げ込んだりした。 

 

 Ｓ：いわゆる今の悪いメディアと同じような広告塔の役目をしてしまう。 

 

 Ｎ：共産主義は個人の宗教まで認めないとかいう話にすぐなるけど、個人が何

を神と思うかは勝手だけれど、それがキリスト教会や大きな組織となっ

たとき歴史的にも犯罪的な役割をはたしてきているので、そことも闘っ

ていかなくては、という意味か。 

 

 Ｈ：今の日本に照らし合わせて考えるとどうなんだろう。シールズが大きくな

ったのは特定の思想を持たない、日和見主義だったからなのではないか。

だから野党連合とか憲法学者まで巻き込むこともできたのではないか？ 

 

 Ｔａ：自分も日和見主義だと思う。 
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 Ｓ：Ｔａさんもシールズも日和見主義ではない。レーニンはここで批判してい

るのはドイツ社会民主党が党として日よってしまったこと、そのために

戦争になってしまったことを批判している。個人や大衆が日和見主義な

のはあたりまえ。 

 

 Ｙ：なんか最近の風潮でなんか主義とかはいやだとか、なにも主義がないのが

いいという感じになっているのはおかしいと思うし、それで主義のある

人を批判して排除するのはおかしいことだとおもう。 

 

 Ｍ：シールズをみているとほかの党派に利用されているとういことはなくて、

だんだんこちら側に近いものになってきたという感じがする。シールズ

が成長しているような、そんな社会をかえるきっかけをつくるという意

味でも、自分としては野党連合はやってみたらいいと思っています。 
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ひさしさんレジメ 

第４章 つづき。エンゲルスの補足的な説明 

 

４ エルフルト綱領草案の批判 

 

⇒社会民主主義の日和見的見解の批判に他ならない！ 

 

三つも問題がある 

・共和制の問題 

・民族主義と国家制度との関連の問題 

・地方自治の問題 

 

●共和制の問題 

第二インターナショナルの模範となったもの？ 

社会主義者取締法の復活をおそれるあまり、現状の法的状態で十分であると見

なしている。 

共和制は社会主義の平和的発展の過程でしかないのか・・・ 

 

●民族主義と国家制度との関連の問題／地方自治の問題 

反動的な君主主義的憲法を持った小さな連邦で構成された「当時のドイツ」＝プ

ロシア主義 

↓ 

連邦共和制は、君主制からみたら一つの進歩かもしれないが、「完全な統一国家」

での過渡期でしかない。 

↓ 

統一国家は、上からの革命ではなく、下からの運動で補足しなければならない。 

 

民族主義は？ 

民族自決権が犯している過ちのことを言っているのか・・・？ 

 

 

５ マルクスの「フランスにおける内乱」への１８９１年の序文 

 

フランスでは革命の後でも労働者が武装していた。 

↓ 

国政を握ったブルジョワ、労働者の武装を解除させる。 
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⇒新しい闘争が起こり、労働者は敗北する。（エンゲルス） 

ツェレテリ（メンシェビキだけどマルクス主義者）の演説が、革命的プロレタリ

アートに反対して、ブルジョワジーの側に移った。 

 

さらに宗教に関しても、エンゲルスは指摘している。 

日和見主義のドイツ社会民主党は、「宗教を私事であると宣言する」とか言って

いる！ 

マルクスが無神論であることに関係あるのか・・・？ 

自由思想なのが、日和見主義なのか・・・？ 

 

国家は公務員、「社会の従僕」 

？？？ 

 

エンゲルスは、君主制を共和制に変える際に、社会主義の原則を忘れないように

ドイツに忠告していた。 

 

６ 民主主義の克服についてのエンゲルスの見解 

 

社会主義は、暴力への服従、一部の住民により一部の住民の服従は消滅すること

を確信している。 

 

 

 

●最後に、現在のリベラリストは、日和見主義なのか！！？ 
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☆コラム 7「アベの罪状リスト 2015」 
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Ⅲ 「未来への過渡期」 （第五章） 

労働者の「力」が「習慣」へ 「国家と民主主義の死滅」と「団結」の完成 

 

労働者が主人公になる「共産主義」に今の資本主義を土台にしながら、どうい

う風に移行するのか？ なぜ「今の国家のガラクタを投げ捨てるのに 1 世代が

必要なのか？」を説明するところ。いわば、今までのまとめ。 

 

 

＜第八回 ちえこさん＠3月 27日プチ労その 70＞ 

 

～労働者の「力」が「習慣」になるとき 

 「いわば"分け合う“という“習慣”が大事」 

 

第五章 国家死滅の経済的基礎 

1.マルクスの問題提起  

 

「ユートピアではない。だから特殊な時期が存在する」（147ｐ）。 

 

2.資本主義から共産主義への移行 

 

レポーターは、まず、「この年齢になってレポート。できるかと思ったが家族

も手伝ってくれた。この 1 年、エスクの闘争（コラム 8「エスク 4 銃士の闘

い」）で仲間も増えてきて、自分はずっと労働者です」 

 

そして、一気に言う。「今、私たち労働者は搾取され、政治からも締め出され

ている。だから、プロレタリア独裁は、労働者が力をもつこと。貧者の民主主

義のために。一番大事なのは、労働者のストライキとデモの力。みんなのこと

を自分の頭で考え行動するという習慣、その結果としての団結が大事。」 

 

レーニンは言う。「この独裁(ソビエトを通じた民衆の支配)で民主主義は形態

変化する」貧者の民主主義になるとともに、資本家は抑圧される」（152ｐ）。

「資本家の反抗と階級がなくなり、民主主義が完全になるほど、国家と民主主

義(民衆の支配自体)は不要になって死滅する」（154ｐ）。 

 

それは「暴力、隷属関係、国家という強制機関がなくても、搾取、人間の憤
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慨・抗議・反抗を呼び起こし抑圧の必要を生みだすものがなにもなければ、共

同体の基礎的規則を守る習慣を身に着けるから」（153ｐ）。「個々人の不法行為

はあろうが、そのために抑圧の機構は必要ではなく、武装した人民自身が、簡

単・容易におさめる」（156ｐ）。 

 

「共同体の基礎的規則を守る習慣」それは、「道徳」とかではなく、文明人と

しての人間が普通に行動する、一種の惰性、ありきたりな慣性。  

 

今、そこにある慣習でもある。「奪う」から「分け合う」。「私的」の英語、「プ

ライベート」の語源は「奪う」。 
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＜当日レポート 8＞ 

 

今回は、労働者が主人公になる「共産主義」に今の資本主義を土台にしながら、

どういう風に移行するのか？ なぜ「今の国家のガラクタを投げ捨てるのに 1

世代が必要なのか？」を説明するところ。いわば、今までのまとめ。（「国家と革

命」第 5 章「国家死滅の経済的基礎」の前半） 

 

朝 5 時半からの病院調理勤務 3 連勤の真ん中の日にも関わらず、長女の方が、

マルクスと団結鉢巻をした猫たちのイラストを描いてくれ、看護士の次女の方

は病院夜勤にもかかわらず、読み合わせに付き合ってくれたと言う、家族ぐるみ

のレポートは感動だった。 

 

「この年齢になってレポート。できるかと思ったが家族も手伝ってくれた。この

1 年、エスクの闘争で仲間も増えてきて、自分はずっと労働者です」と言う彼女

は、“今までのまとめ”だからこそ、凝縮されたテキストのこの部分をわかりや

すく実感をこめて痛快に説明した。 

 

“共産主義がそこから発生する資本主義”その資本主義とは何かをまず調べに

調べる。「個々の労働者が持っていた生産手段が乱暴なやり方で取り上げられ、

労働者は自分の労働を売る以外になく社会に投げ出される」「労働者の生産物は

賃金のかわりに資本家のものになる」「搾り取られる労働者と肥え太る資本家が

生まれる」 

 

だから、レーニンが“貧困、抑圧、隷属、堕落、搾取の総量は増える”と言うの

に対して、彼女は言う。「そういうなかで、昨日のデモにムギタくんとかは仕事

で行けない。今日もゆいちゃんは、夜勤を変えられなくて来れない。労働者は生

活がかかっている。まさに“政治からも締め出されている。”」そして、だから、

レーニンが“訓練され、統合され、組織された労働者階級の反抗も増大する”と

言うのがあらためて腑に落ちる。 

 

彼女は言う。「読み合わせやってて、次女が“ブルジョア、プロレタリアって言

葉、何？”と聞くので、そういう金持ちと労働者のことと説明した」さらに「エ

スクの仕事が回ってこないから始めた今の病院の仕事では、5 時半勤務開始なの

に、結局、準備と後片付けで前後 30 分ずつただ働きになっている。ほんと搾取

されてる」という彼女は、「だから、“共産主義への発展はプロレタリアートの独
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裁という国家を通じて行われる”っていうのは、労働者が力を持つこと。“貧者

のための民主主義”を実現するために」。 

 

ここで、彼女は、2004 年に旅行したチェコでの経験とソ連型の国家を打倒した

チェコの“ビロード革命”の話をした。それは“社会主義を打倒した資本主義”

の話というより、「チェコで感じことの一番は、今いうなら、デモが力だという

こと。労働者が生活のかかっている職場でストライキしてデモすること、それが

一番の力だったということ」 

 

レーニンは言う。“抑圧すべき相手が誰もいなくなると国家は死滅する。暴力が

なくても規制がなくても共同生活の基礎的な規則を守る習慣をみんなが身に着

けていく”。彼女は言う。「今は、同じ労働者なのに警察官たちが労働者を押さえ

つけてくる。」そして「みんながみんなのことを自分の頭で考え行動する“習慣”

が必要。日本ではまだまだその意識がそこまで行ってないかもしれないが、やっ

ぱり労働者の団結が大事です」。彼女が言った、「ビロード革命のデモそしてスト

ライキの力」も、その“習慣”の大事さを言っていると思う。 

 

議論も、労働者と労働組合について盛り上がった。「ドイツでは、音楽家が交響

楽団の垣根を越えて労働組合が強くて、何時まで練習と決めたら、指揮者や経営

者が言っても時間通りに練習を終える」、さらにエスク闘争でまた仲間が増えそ

うなこと、「目の前でクビにされた仲間をほっておけない」とアパレルユニオン

に入ってくれた仲間の話、、、。 

 

70 回目、素敵なプチ労にしてくれたレポーターと家族の方にあらためて感謝で

す。 
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ちえこさんレジメ 
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☆コラム 8「エスク 4銃士の闘い」 
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Ⅲ 「未来への過渡期」 （第五章） 

労働者の「力」が「習慣」へ 「国家と民主主義の死滅」と「団結」の完成 

 

 

＜第九回 まきこさん＠4月 24日プチ労その 71＞ 

 

～「習慣」が「団結」を完成するとき 

  「革命で、真に大衆的な運動が始まる」 

 

第五章 国家死滅の経済的基礎 

3.共産主義社会の第一段階 。。。。「労働に応じて分配」  

4.共産主義社会の高い段階 。。。。「労働自体が第一の生命欲求」「必要に応じ

て分配」 

  

レポーターはあらためて、いい問いかけをする。 

「国家の起源って？ 市民のライフラインを作る？いやいやそれはみんなで協

力すればつくれるもの。」 

「では、統治する機関？権力って？ それは、労働者がする「自治」？でも、み

んなが勝手なこといったら？」 

「 なぜ抑圧？ なぜ武装した労働者？」 

 

国家の起源は共同体間の商品交換開始。この商品社会では、労働力を商品とし

て販売する労働者の競争が基本であり、団結するのは容易ではない。 

 

この「商品としての交換」を最終的になくすことが「国家の死滅」。プロレタ

リア独裁では、資本家だけでなく、「労働力を商品としてより高く交換しよう

とする」労働者も「抑圧される可能性」がある。 

 

新たに身に着ける「習慣」が、「商品交換＝等価交換」に代わる尺度。 

 

それをする「武装した労働者」とは、「自らのために自らの原則による」新し

い人間の姿。 

 

文中に何回も出てくる“武装した”労働者という言葉にたろうさんから質問。 

それに対して、むぎたさん「その段階で資本をもたなくなった資本家がまた資本
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を作ろうとしないように武力をもって抵抗しないように労働者は武装しなくて

はいけないのでは。それは軍事力とはちがうもの」 

さらに「ロシア革命の時革命側の武装した工場労働者は４万人、政府軍守備隊１

４万人が革命軍側についたので革命の日にはほぼ武力衝突はなかった。今の自

衛隊も労働者が武器を持っても対抗できない、そこも革命側につけていく必要

がある」などの意見がでた。 

 

“抑圧”という言葉”武装した“という言葉にやはりひっかかる人がいることに、

本日のスペシャルゲストばくさんが、ご自身の生き方から明快に答えてくれた。 

 

「まずは共産党宣言の中で“人類の歴史は階級対立の歴史である”という大命題

があるが、階級対立がある以上、一つの階級が他の階級を支配して抑圧するのに

必ず必要になるのが国家であるということ、革命蜂起によって資本家階級を倒

しても、また、もとに戻ろうとするので、その時にはまだ労働者の国家が必要と

いうことで理解するといいのではないか。」 

 

そして、「自分が国家と革命の中で好きなところがあります。それは、170ｐの

“社会主義をなにかある死んだ、硬化した、一度あたえられたらそれきりという

ありきたりのブルジョア的観念は、際限もなく誤っていることを理解すること

が大切である”革命を起こしてそれでおしまいではない、“実際には社会主義の

もとではじめて、社会生活と個人生活のすべての分野で住民の大多数が参加し

ついで全住民が参加しておこなわれる、急速な、ほんとうの、真に大衆的な運動

が始まるのである”」（170ｐ）。 

 

それは、団結の完成のための運動。 

 

しかし、「搾取、人間の憤慨・抗議・反抗を呼び起こし抑圧の必要を生みだす

ものがなにもなければ、容易に身に着く習慣」と言っていたことと「商品とし

ての交換」を最終的になくすために必要な尺度としての習慣。これは矛盾？ 

というより、せめぎあい。 

 

このせめぎあいを「新たな社会で成長する 1世代」の時間をかけてすることに

なる。（コラム 9「今そこにある社会主義：キューバ革命の歴史」） 

 

一方で、レポーターは言う。「パリコミューンの 1870年代、資本主義は、その

根本インフラである爆発的な鉄道建設をはじめ、急速に発展。大量生産・大量
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消費が始まる。今、鉄道で闘う動労千葉・水戸に重なる。」 

 

その後の資本主義の発展は、「すべての人が国家統治に参加できる前提条件を

準備する」。「単純化した“計算と統制”により社会全体が平等に労働し平等に

支払を受ける一つの工場になる」（172,173ｐ） 

 

そこでの「工場の規律」は終局目標でなく一段階。「社会の圧倒的多数が、自

分で国家を統治することを学び、統制を軌道に乗せた時から、あらゆる統治一

般が、国家が必要なくなり始める」（174ｐ）。 
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＜当日レポート 9> 

 

国家とは何か？市民のライフラインを作る？いやいやそれはみんなで協力す

ればつくれるもの。 

では、統治する機関？権力って？ それは、労働者がする「自治」？でも、み

んなが勝手なこといったら？ 

自分自身の疑問をあいまいにせず提示することから始まったレポートは、み

んなのいままでの認識を確認し、さらに考えて実践していく契機という意味で

もとてもよかった。 

 

レポーターはもう一度ロシア革命がおこった時代背景を歴史的にたどる。 

 

パリコミューン、人々の飢餓、フランス王政の廃止、ナショナリズムの台頭、

そして力をもった家族的企業が独占を始める、最も資本主義を発展させたのは

１８７０年代に鉄道建設が爆発的に始まり今でいうインフラがつくられ、大量

生産、大量消費が始まっていく、資本主義の始まりがここでみえたと語る。    

 

今、動労千葉が、動労水戸が、闘っていることに重ね合わせてわかってきたと

打ち合わせで語っていた。 

 

今日の“国家と革命”は共産主義の第一段階と高い段階についてだったが丁寧

にまとめてくれた。 

 

文中に何回も出てくる“武装した”労働者という言葉にＴさんから質問、それ

に対して、 

Ｍくん“その段階で資本をもたなくなった資本家がまた資本を作ろうとしな

いように武力をもって抵抗しないように労働者は武装しなくてはいけないので

は。それは軍事力とはちがうもの” 

Ｔ“ロシア革命の時革命側の武装した工場労働者は４万人、政府軍守備隊１４

万人が革命軍側についたので革命の日にはほぼ武力衝突はなかった。今の自衛

隊も労働者が武器を持っても対抗できない、そこも革命側につけていく必要が

ある”などの意見がでた。 

 

“抑圧”という言葉”武装した“という言葉にやはりひっかかる人がいること

に、本日のスペシャルゲストばくさんが、ご自身の生き方から明快に答えてくれ
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た。 

 

”まずは共産党宣言の中で「人類の歴史は階級対立の歴史である」という大命

題があるが、階級対立がある以上、一つの階級が他の階級を支配して抑圧するの

に必ず必要になるのが国家であるということ、革命蜂起によって資本家階級を

倒しても、また、もとに戻ろうとするので、その時にはまだ労働者の国家が必要

ということで理解するといいのではないか。“ 

 

“自分が国家と革命の中で好きなところが２つあります。ひとつは「われわれ

は、国家の廃絶、すなわち、組織された系統的なあらゆる暴力の廃絶、一般に人

間に対するあらゆる暴力の廃絶を終局目標にしている」という部分です。７０年

代にやっていたこと、今やっていることに確信をもてた。” 

 

“もう一つは今あるスターリン主義国家と比べるという意味で大事なところ

「社会主義をなにかある死んだ、硬化した、一度あたえられたらそれきりという

ありきたりのブルジョア的観念は、際限もなく誤っていることを理解すること

が大切である」 

革命を起こしてそれでおしまいではない、「実際には社会主義のもとではじめ

て、社会生活と個人生活のすべての分野で住民の大多数が参加しついで全住民

が参加しておこなわれる、急速な、ほんとうの、真に大衆的な運動が始まるので

ある」” 

 

“レーニンがここでいっているような労働者大衆を信頼する闘いを獄中でも

続けていきたい“ 

 

その後深夜まで、ばくさんを囲んでスマホは獄中で使えないのかなどの素朴

な疑問や深い質問まで話は続いた。 

 

改めて、無罪のばくさんたちをさらに獄中に閉じ込めようとするこの国家、九

州で地震でみんな苦しんでいる中、川内原発を止めようとしないこの国家を許

さないぞという決意をみんなで新たにできた夜になった。 
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まきこさんレジメ 
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☆コラム 9「今そこにある社会主義：キューバ革命の歴史」 

 



110 

 

 

 



111 

 

Ⅳ 今 革命へ  (第六章、第七章ゼロページ) 

「未来への過渡期」に向かって、たちあがる労働者の「力」 

 

 1917 年 10 月革命の 2 ヶ月前にこれを書いていたレーニンは、「革命には日和

見主義的偏見とのたたかいなしには不可能」と、第 5 章までで革命後の未来ま

で描いたが、ここで“今の日和見主義者への批判”に戻る。 

 

 

＜第十回 たろうさん＠5月 29日プチ労その 72＞ 

     

～革命の蒸気 

「俺は日和見主義者？ でも、この国をぶっこわす！」 

 

第 6章 日和見主義者によるマルクス主義の卑俗化 

1. プレハーノフと無政府主義者との論戦 

2. カウツキーと日和見主義者との論戦 

  

 レポーターは、レーニンの言う日和見主義を「官僚がいないと労働者では国

家の運営がムリだから国家は粉砕しない、と後ずさりする人々」とした上で、

「日和見主義は、たみとやに出会う前の僕と嫁かと思うが、よくよく考えてみ

ると、自分たちは、政治ときりはなされた人間なのかと考えた。」 

「あらゆる権力はいやだし、自分は無政府主義かともおもう。国家なんか粉砕

してしまえと思う。ただ、それで産まれる混沌、荒れた状態。次のことを考え

てないと思う。どうしたらいいのか。頭がまわらない」 

 

 だから、彼は問いかける。 

●革命とは？武力は必要か？武器は売ってないし。 

●選挙で革命はできるのか？ 

●デモで世の中は変わるのか？ 

●一揆のようなことは本当に起こるのか？ 

●SNS はどこまで政権・国家に圧力をかけられるのか？ 

●国会前に押し寄せても何も変わらないのか？  

●ゼネストはどうすれば出来るのか？ 

議論はもりあがる（詳細は、Talk Report No.10 参照）。彼が言う。「今、革命の

蒸気がある」。 
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その彼のレポートは、自分自身の生き様を問う“魂の叫び”。 

 

それは、みんなにあらためて“革命の原点”を問うものだった。それは、Flying 

Dutchman の“Human Error”も思い出す、「歌詞のある曲は作ったことがない」

というミュージシャンであるレポーターの詩（うた）だった。 

 

「2 日ごとくらいにいろんな問題が起きて追いつかないから音楽にはまる。原

発、戦争、G7、オバマ広島訪問。でも、政府、国家、あらゆる差別のことに腹

が立つ！つかれる！働いてる場合じゃない！こんな国、ぶっこわれてしまえ！

日本死ね！と PUNK を聞きなおす。Rock に感動する」 

「アベを殺したいとも思う。暴動、テロが起きないのが不思議。みんな怖いの

か？アベだけやっつけてもしょうがないのも分かる。僕は怖い。家族とずっと一

緒にいたい。優しい音楽も聴きたい。長生きしたい。」 

「日和見主義は僕だ。アベも殺せないし、ミサイルも作れない。でも、子供たち

には、ダサい大人達に気に入られるようなバカにはなってほしくないので、Rock

を大音量でたくさん聞かせている。楽しい。心から笑っていたい」 

「でも、うちの子達も、戦争にかりだされてもたまらないし、原発なんかも、ま

た爆発したら住むところ無くなるし。。。 少しづつ勉強している。」 

「でも、もう言葉すらキライになりそう。人間に口がついてなかったら、戦争な

んか、原発なんか無いんじゃないかって思う。」 

「まあ、とにかく、非人道的な政権、社会、世界な気がするので、興味本位なだ

けでは、多分、いや、絶対かわらないので、やはり、一揆、それも国民全体で。

うーん、どうしたら全国民が、一緒に怒れるのか？ SNS なのか？ うーん、

ここから先に進みたい。」 

「とりあえず、つかれて、自分がブッ倒れてもしょうがないので、ウルフルズ

の“ええねん”でも聞いて泣こう。タバコを吸おう。コーヒーでもいれよう。

そして、次の曲は、“笑えれば”にしよう。」 
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＜当日レポート 10＞ 

 

レポーターは、レーニンの言う日和見主義を「官僚がいないと労働者では国家

の運営がムリだから国家は粉砕しない、と後ずさりする人々」とした上で、「プ

チ労に初参加した日は、皆さんが何を話しているのかが、たったの一言もわかり

ませんでした(笑)」と言いながら、広島爆心地のすぐそばに育った彼は、「オバ

マの広島訪問で何が”大統領に会えたから成仏できる“だ！」と自分自身の生き

様を問う“魂の叫び”を聞かせてくれた。 

 

それは、はなこにもしょうこにもみんなにあらためて“革命の原点”を問うも

のだった。それは、Flying Dutchman の“Human Error”も思い出す、「歌詞の

ある曲は作ったことがない」というミュージシャンであるレポーターの詩（うた）

だった。音楽が流れていた。とっても面白い、いい”大詰め“になった。 

 

彼は言う。「日和見主義は、たみとやに出会う前の僕と嫁かと思うが、よくよ

く考えてみると、自分たちは、政治ときりはなされた人間なのかと考えた。自分

は、バンドマンで、パンクなど英語がわからず、雰囲気で大好きで聞いていたが、

破壊的でアナーキーという言葉もでてきていた。あらゆる権力はいやだし、自分

は無政府主義かともおもう。国家なんか粉砕してしまえと思う。ただ、それで産

まれる混沌、荒れた状態。次のことを考えてないと思う。どうしたらいいのか。

頭がまわらない」 

 

だから、「Free Time」と彼はみんなに問いかけ、議論がもりあがる。  

●革命とは？武力は必要か？武器は売ってないし。●選挙で革命はできるの

か？●デモで世の中は変わるのか？●一揆のようなことは本当に起こるのか？ 

●SNS はどこまで政権・国家に圧力をかけられるのか？●国会前に押し寄せて

も何も変わらないのか？●ゼネストはどうすれば出来るのか？ 

 みんながそれぞれ言う。「ロシア革命もそうだったように自衛隊に味方につい

てもらうことが大事。まず、その説得」「説得には武器を持たないほうがいいの

では？」「チェコでも花を掲げて行進し軍隊を説得した」「自衛隊・警察もサラリ

ーマン。一人ひとりが抜け駆けするのは難しい。”説得“ではなく、彼らが自ら

労働組合をつくることが大事」「今、フランスでも韓国でも血みどろのゼネスト

が起きている」「アメアパでもそうだが、国会前は、日常の職場で労働組合をつ

くり、その闘いの結果」「そう、国会前に集まっても、それぞれの日常の生活や

仕事について話し合う事が少ない」「実際、たろうさんのところではじまってい
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る”こども食堂“でも親同士の連帯が問われている」「最近、スペインの炭鉱労

働者とか、自分たちの職場で使えるものを武器に機動隊と対抗している。労働者

が武器を生産している。」「それぞれの現場で生産を止めること、それが労働者の

武器。音楽もそう。」「選挙で革命にはならないが、革命に向けてどこまで来たか

見える。チリでは、逆に投票ボイコット運動もした。」「デモは、民主主義そのも

の。一歩踏み出すこと」「今、”保育園落ちた日本死ね“のように相当のところま

で来ている。オリンピックの不正をオバマで、などなど、それらをアベたちは、

どんどん、流して隠している」彼が言う。「そうか、それが”革命の蒸気”か」 

 

 彼の"叫び“は続く。 

「2 日ごとくらいにいろんな問題が起きて追いつかないから音楽にはまる。原

発、戦争、G7、オバマ広島訪問。でも、政府、国家、あらゆる差別のことに腹

が立つ！つかれる！働いてる場合じゃない！こんな国、ぶっこわれてしまえ！

日本死ね！と PUNK を聞きなおす。Rock に感動する」 

「アベを殺したいとも思う。暴動、テロが起きないのが不思議。みんな怖いの

か？アベだけやっつけてもしょうがないのも分かる。僕は怖い。家族とずっと一

緒にいたい。優しい音楽も聴きたい。長生きしたい。」 

「日和見主義は僕だ。アベも殺せないし、ミサイルも作れない。でも、子供たち

には、ダサい大人達に気に入られるようなバカにはなってほしくないので、Rock

を大音量でたくさん聞かせている。楽しい。心から笑っていたい」 

「でも、うちの子達も、戦争にかりだされてもたまらないし、原発なんかも、ま

た爆発したら住むところ無くなるし。。。 少しづつ勉強している。」 

「でも、もう言葉すらキライになりそう。人間に口がついてなかったら、戦争な

んか、原発なんか無いんじゃないかって思う。」 

「まあ、とにかく、非人道的な政権、社会、世界な気がするので、興味本位なだ

けでは、多分、いや、絶対かわらないので、やはり、一揆、それも国民全体で。

うーん、どうしたら全国民が、一緒に怒れるのか？ SNS なのか？ うーん、

ここから先に進みたい。」 

「とりあえず、つかれて、自分がブッ倒れてもしょうがないので、ウルフルズの

“ええねん”でも聞いて泣こう。タバコを吸おう。コーヒーでもいれよう。そし

て、次の曲は、“笑えれば”にしよう。」 

 

地域でシングルマザーも多く、彼の料理で、自宅がこども食堂化し、寝不足のな

か、渾身のレポート。彼と支えてくれる彼の家族にあらためて感謝です。  

 

 



115 

 

たろうさんレジメ 
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Ⅳ 今 革命へ  (第六章、第七章ゼロページ) 

「未来への過渡期」に向かって、たちあがる労働者の「力」 

 

 

＜最終回 つよし＠6月 26日プチ労その 73＞ 

     

～革命の宣言 

  「革命の経験は、それについて書くよりも愉快」 

 

第 6章 日和見主義者によるマルクス主義の卑俗化 

3.カウツキーとパンネクックとの論戦 

   

 レーニンは、1912年、カウツキーが、パンネクック（1873-1960：オランダ

の共産主義者・天文学者）たちから、さらに強烈に、国家にかんするプロレタ

リア革命の任務の問題が提起されるやいなや、「国家は粉砕する」というマル

クスの命題から引き下がったことを記した後、突然、「教科書」の書きぶりを

やめる。 

 

 そして、唐突に「革命の宣言」をして 6章を終わる。 

 

 「われわれは、日和見主義者と決裂するであろう。そして、自覚したプロレ

タリアートは、“力関係の変動”のための闘争ではなく、ブルジョアジー打倒

のため、ブルジョア議会制度の破壊のため、コミューン型民主的共和制あるい

は労働者・兵士ソヴィエトの共和制のため、プロレタリアートの革命的独裁の

ためのたたかいにおいて、われわれとともにあるであろう。」（204ｐ）。 

 

第 7章 1905年と 1917年のロシア革命の経験(記述なし) 

 

 レーニンは、革命後の 1917年 11月に言う。「私は、この章を 1行も書けな

かった。10月革命の前夜が、これを”妨害した“のである。このような”妨害

“は喜ぶほかない。”革命の経験“をすることは、それについて書くよりも愉

快であり、有益である。」 
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☆プチ労 みんなで食べたメニュー☆ 

 

☆7月 26日：キーマカリー・生野菜サラダ・じゃがいものペパーミント風味ザ

ブジ、ちえこさん差し入れ目光のから揚げ・まぐろとアボガドのカルパッチョ  

 

☆8月 30日：チャナ豆とチキンのカリー、南インド風かぼちゃのザブジ、きゅ

うりのライタ、ゴーやのカレー佃煮。選挙権をもったムギタ２０サンキューケ

ーキとお酒、ちえこさん差し入れコーヒーゼリー＆梅酒の梅ゼリー 

 

☆9 月 27 日：秋鮭のきのこあんかけと栗ご飯 ちえこさん差し入れ秋茄子のそ

ぼろ煮 うえのさん差し入れ花巻「よだかの星」煎餅 

 

☆10 月 25 日：ハンガリーグヤーシュ（牛すじのパプリカ煮込み。ハンガリー

農民が貴族に下げ渡された固い肉を煮込んだハンガリー風味噌汁）、ブロッコ

リーと三里塚緑野菜のわさび醤油サラダ 

 

☆11 月 29 日：牛筋のユッケジャン、三里塚さつまいものジャン 

 

☆1 月 24 日：フイリピン料理「チキンアドボ」（adobonｇ manok) 、ちえこ

さん差し入れ人参サラダ＆唐揚げ 

 

☆2 月 26 日：春のパエリア（ちえこさん差し入れ山形の銀杏、うど、牛蒡、こ

ごみ、菜の花、たらの芽、銀杏入り）、新じゃがのアリオリソース、 

  

☆3 月 27 日：タイ屋台料理 ガパオライス＆焼きナスのサラダ ちえこさん差

し入れ手製ティラミス 

 

☆4 月 24 日：シンガポールチキンライス、空芯菜炒め、エスニックサラダ、ち

えこさん手製野せり胡麻和え＆クッキー、まきこさん＆たろうさん差し入れワ

イン、ちえこさん差し入れ初スイカ 

 

☆5 月 29 日：沖縄の闘いに思いをこめてタコライス＆三里塚人参しりしり 

and 亭主バースデーケーキ 
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