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プチ労ブックレット No.3（仮①） 

 

プチ労版「ロシア革命史」 
～レーニン「国家と革命」を読むために～ 

 

 

 
プチ労のみんなで読んだマルクスの「共産党宣言」は 

1848年パリ 2月革命の 2日前に出版された。 

 

1917年 10月ロシアで労働者の革命を実現したレーニンは 

その 2ヶ月前に「国家と革命」を書いた。 

 

今、日本で「国が国が」と言われる「国家」とは何か。 

それに対する「革命」とは何か。 

 

それを考える手がかりとして「国家と革命」を読む前に 

プチ労でやった「大衆の蒸気が実現したロシア革命史」の記録。 

 

 

 

 

2015 年 4 月 26 日プチ労その６０第一回「前史」 
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まえがきに代えて 

 

革命の動力～トロツキー「ロシア革命史序文」から 

 

・1917 年のはじめの 2 ヶ月、ロシアはまだロマノフ君主制だった。人口 1 億 5

千万人の国で、この頃ボルシェビキのことを知っている者はほとんどなかった

が、8 ヵ月後には権力を握っていた。そのような急激な変革は歴史上に二つと

見出せない。 

 

・革命の最も疑いない特徴は、大衆が歴史上の事件に直接関与すること。 

 

・革命的事件の動力学は、革命の始まりと終わりの間の社会の経済基盤と諸階

級の社会的基層に生じる変化を持ち出すだけではまったく不十分で、革命以前

にできあがっている諸階級の心理の、急激な、緊迫した、激しい変化によって

直接規定される。 

 

・社会は、実際には既存の制度を永久に与えられたものとして受け取る。何十

年にもわたる野党的批判も大衆の不満にたいする安全弁かつ社会体制の安定の

条件にすぎない。 

 

・必要なのは、不満から保守主義の枷を切り離し、大衆を蜂起へ導くような、

個人や党の意志と関わりのない、まったく異例な条件。 

 

・したがって、革命期の大衆の考えや急激な変化は、人間の心理の柔軟性やう

つろいやすさに由来するのではなく、反対に、その根深い保守性に由来する。 

 

・大衆はできあがった社会改造計画によって革命を開始するのではなく、旧来

のものには耐え得ないという鋭い感覚によって革命を開始する。 

 

・政党や指導者の役割は大衆自身の政治過程の研究をもとにしてはじめて理解

できる。指導組織なしには、大衆のエネルギーはピストンつきのシリンダーに

注入されなかった蒸気のように発散してしまうだろう。 

しかし、 

動力をつくりだすのはやはりシリンダーでもピストンでもなく、蒸気である。 
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ロシア革命史のいくつかの視点 

 

「根深い保守性を持った大衆」が「蒸気」をどう革命期に発していくのか？ 

 

さらに、ロシア革命の特徴として 2 点。 

 

１． 戦争のなかでの 8 割の農民の「農民戦争」と 2 割の労働者の「蜂起」に

よる革命 

２． ソビエト（評議会：労働者・兵士・農民の自治組織）と労働組合（スト

ライキ委員会）と党（大衆に問われ続けた党派闘争）との関係 

 

今の日本との関係で 2 点。 

 

１． 100 年前のロシア革命での「8 時間労働制」の確立と「残業代ゼロ法」

の日本 

２． 「直接には君主制を打倒」（実質は、うんざりした大衆が「ソビエトに

より、勤労者の支配権―政治的民主主義を確立」トロツキー）したロシ

アと「戦争と天皇制」を掲げる日本 

 

●4 月 26 日プチ労６０：ロシア革命史第１回「前史（1848 年～1903 年） 

●5 月 24 日プチ労６１：ロシア革命史第 2 回「1905 年革命」 

●6 月 28 日プチ労６２：ロシア革命史代 3 回「1917 年革命」  

●7 月 26 日プチ労６３：「国家と革命」第一回 

 

 

参考文献 

・「レーニンと労働組合」呂嘉民（中国労働運動学院教授）1987年 

・「国家と労働組合」丹沢望 国際労働運動 2014年 4月号～2015年 2月号 

・「ロシア革命史」トロツキー 1930年（1929年ロシア国外追放後） 

・「レーニン」ロバート・サーヴィス 2000年 

・「フランスの内乱（パリコミューン）」マルクス 1871年 

・「パリコミューン」ジョルジュ・ブルジャン 1953年 

・「未完のレーニン」白井聡 2007年 

・「新版：都市と蜂起」高知聡 2003年 

・「なにをなすべきか」レーニン 1902年 
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2015 年 4 月 26 日プチ労その６０ 

第一回 前史（1848 年～1903 年） 
 

主役は、資本家（ブルジョア）と労働者（プロレタリア）。 

あと、資本家の脇に王(皇帝)とその“親戚”。労働者の横に農民。 

この 4 者で歴史が展開する。 

 

１．1848年 「共産党宣言」 

―労働者の戦闘の旗印をはじめて高く掲げた「共産党宣言」出版  

 

マルクスとエンゲルスが書いた「共産党宣言」の出版は、パリ 2 月革命の 2 日

前。パリでは、労働者の蜂起にブルジョア共和主義者が乗っかって、王ルイフ

イリップを倒した。 

 

フランスでは、18 世紀末の「フランス革命」以来、何度も何度も労働者の力で

体制を倒しているが、そのたびに、政府や権力の実権をブルジョアにさらわれ

ている。 

 

この 2 月革命でも、「社会主義者」が政権に入り、労働者の失業対策のために

「国立作業場」が開設されたが、6 月には、労働者の力を恐れた共和主義者の

意向で閉鎖。 

 

労働者は「6 月蜂起」したが鎮圧され、社会主義的政策は終わった。この不満

が 2 回目の「皇帝」登場を許すことになる。 

 

一方、資本主義の先進国イギリスでは、当時、炭鉱などの労働者の、長時間・

低賃金・児童労働など資本家のひどい扱いに対する闘いがひとつの頂点を迎え

ていた。 

 

最初は、ブルジョア共和主義者とともに普通選挙権を求める運動としてはじま

った「チャーティスト運動」。1824 年に人々が集まることさえ禁じていた「団

結禁止法」を廃止させ、1938 年には「人権宣言：People’s Charter」（チャー

ティストの名はここから）。 
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その後、労働者の運動がストライキなど連続して過激にならざるを得ず、ブル

ジョア共和主義者は脱落し、1848 年には「10 時間労働法」を勝ち取った。 

 

 
 

フランスパリ 2 月革命 

 

 
 

1840 年代 イギリスの炭鉱で働く子ども達 
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２．1860年代 「農民の解放」と「ドイツの労資折り合い主義」 

―資本主義の遅れたロシアの中途半端な“農奴解放” 

そういうフランスとイギリスに 1856 年のクリミア戦争で手ひどく負けたロシ

アの皇帝アレクサンドル 2 世は、ロシアの近代化と工業化の必要を痛感し、そ

れに必要な限りで、1861 年、農奴制を廃止することにした。 

だから、その農奴”解放“はひどく中途半端。 

 

当時のロシアの人口６～７千万人。そのうち８割を占める農民の半数近い農奴

2300万人に人格の自由を与えた。しかし、一部零細な農地を有償で分与したが、

皇帝、地主、寺院の広大な領地と共同体所有地（農村共同体）を多く残した。 

 

農民は零細な農地を買うのに借金したが食っていけず、結局、土地を手放し、土

地なし農民を 400万人も生み出した。 

 

土地をなくした農民が大都市の工場の労働者になるとともに、農村では、多くの

農民が農村共同体を中心に不満と窮乏のなかに溜まっていた。ロシアではこれ

が「革命の動力」になっていった。 

 

一方、日本では同じ頃の 1867年が明治維新。江戸時代の「士農工商」をなくし、

実質、農奴と変わらなかった農民を「四民平等」としたが、同時に、「地租改正」

を行い、「土地私有制」をはっきりさせた。 

 

小作農民の不満と窮乏はロシアと同じようにあるのに、地主と小作人の関係が

はっきり作られ、「革命」を抑える体制が作られた。 

 

同じ頃、ヨーロッパの先進資本主義国では、増加する労働者は労働組合をつくり、

1863年イギリス、1868年フランスで労働組合会議結成という全国的な組織化が

進んだ。さらに、マルクスが規約を起草して、各国の社会主義者が連携する「国

際労働者協会」（第一インターナショナル）を結成する。 

 

―ラサールの「賃金鉄則」とマルサスの「人口論」 

ドイツでは、学者で社会主義者というラサールが、後の「ドイツ社会民主党」の

母体ともなる「全ドイツ労働者協会」をイギリスなどよりも早く 1861年に組織。 
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しかし、彼の考え方は、「賃金は生活する最低限にしかなりえないので、労働者

が賃金闘争しても無意味。普通選挙権をかちとって、労働者の政府をつくりその 

援助で状況を改善するのがいい」と言う「賃金鉄則」なるものを主張。 

 

これは、「労資は協調していく」という形で、ドイツの労働運動に後々まで影

響を与える。 

 

 1840 年代から 1860 年代の動き 

1848 

 

 

1856 

1861 

1863 

 

1864 

 

 

1867 

1868 

1869 

 

〇「共産党宣言」出版、パリ 2月革命、ウイーン・ベルリ

ン 3 月革命、ミラノ・ハンガリー3 月蜂起、プラハ 6 月蜂

起、パリ 6月蜂起・弾圧 

/クリミア戦争で英仏オスマン帝国に敗北 

/アレクサンドル 2世農奴制廃止 

〇ドイツ：ラサール「全ドイツ労働者協会」(賃金鉄則―マ

ルサス人口論、賃金闘争無意味) 

〇イギリス労働組合会議（TUC） 

○第一インターナショナル（国際労働者協会）結成（マル

クスの規約～1876 ﾊﾟﾘｺﾐｭｰﾝ大反動） 

○日本：明治維新（王政復古、地租改正、人口 3千万人） 

○フランス：労働組合会議 

〇ドイツ：社会民主労働党（アイゼナッハ派） 
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ラサールの主張は、マルサスという学者の「人口は幾何級数的に増えるが、食

料の生産は算術的にしか増えない」という「人口論」（注）を踏まえており、

たしかに、当時のヨーロッパの人口は産業革命を経て、倍々に増えていて、実

感として「賃金増えなくてもしかたないなー」という説得力もあった。 

 

(注)今は逆。穀物大資本モンサントなどが、爆発的な収量の種子を独占。食糧

は、先進国では大幅な余剰で破棄。一方で飢餓人口が世界の 7人に一人。 

 

しかし、マルクスは、マルサスの「人口論」の嘘を徹底的に批判してきおり、

ラサールの「賃金鉄則」もカンカンになって批判した。 

 

「賃金は労働の対価ではなく、労働力という商品の価格。賃金を先に払って労

働力の使用権を買って、払った以上に労働者を労働させるからこそ資本家のも

うけが生まれる。食糧は足りている。資本家がもうけを搾り取って賃金を生活

できる以上に払わないから食料を買えないだけ。」 

 

こう言ったマルクスは、その後、1875年にドイツで社会民主党が結成され、

「ゴータ綱領」というラサールの考え方を受け継いだ綱領を採択したときにも

「何にも分かっていない。労働者の解放の裏切りだ」と徹底的に批判する。 

 

―ドイツ社会民主党の“折り合い主義” 

この「労資協調」いいかえれば、“資本家・政府と折り合いをつける折り合い

派”社会民主党は、今現在もドイツで「有力な政党」として長い伝統も誇って

いるが、急速な資本主義の発展に伴う労働者の増加にも支えられ、1890年にす

でに、“皇帝に認めてもらう帝国議会”で得票第１党。そして、第一次大戦が

開戦すると、帝国議会議席第 1党として「戦争に賛成」。 

 

反戦を掲げた第二インターナショナルの中心でもあった社会民主党の変節にレ

ーニンは、「許せない労働者兵士への裏切り」と批判。 

 

ドイツの労働者・兵士はたまらず 1917年のロシア革命に続いて、1918年ドイ

ツ革命を起こす。 

ここでも社会民主党は、この動きに乗っかりながら、ロシアのような労働者の

政府にはせず、姑息に、ブルジョアと結んだ「ワイマール共和国」成立。 

労働組合のボス、レギーンは、経営者団体と「労資協調協定」を結ぶ。 
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こうした体制が、労働者、農民、兵士の欲求に答えられず、ナチスの台頭を許

したことは周知のところ。 

 

そして、ドイツは、第二次大戦後、日本とは異なり、「敗戦」をきちんと総括

したと言われるが、社会民主党は、以上の経緯を総括したとは言えず、今、現

在、鉄道労働者など独自の闘いの動きが出てきている。 

 

 
ドイツ社会民主党の動き 

1875 

 

1890 

 

 

1914 

1918 

 

 

 

 

1919 

 

「社会主義労働者党（社会民主党）：ゴータ綱領（労働収益

の国家援助で公正な配分）」マルクスが徹底批判 

ビスマルク退任・社会主義鎮圧法失効 

社会民主党―帝国議会得票第１党 

労働総同盟（自由労働組合総委員会）結成 

6 月：第一次世界大戦、社会民主党「戦時予算に賛成」 

11 月「ドイツ１１月革命」 

キール軍港水兵反乱・労働者兵士レーテ結成 

皇帝ｳｲﾙﾍﾙﾑ２世亡命、社民人民評議会とレーテ執行評議会

の二重権力、第一次大戦終結 

「中央労働共同体(ｼｭﾃｨﾝﾈｽ･ﾚｷﾞｰﾝ)」協定（労使協調） 

1 月ドイツ共産党結成、スパルタクス団蜂起・弾圧、レー

テ解散、ワイマール共和国 
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３．1870年代 「パリコミューン」 

この頃、ロシアでは、急速な工業化で増えた労働者の自然発生的なストライキ

が、頻発し始める。1870年から 1879年のあいだのストライキ年平均 33回。 

 

その一方で、社会運動としては、中途半端な農奴解放の結果、不満と窮乏に満

ちた農民のためにということで、知識人による「ナロードニキ運動“人民のな

かへ：ブナロード”」が組織される。 

 

彼らの主張は、「ロシアでは、資本主義化をはかっても、広範に農村共同体が

残っているので、市場は拡大せず、マルクス主義の言う労働者の革命は無理。

逆に農村共同体を基盤に農民による社会主義革命」と言うもので、農村に盛ん

に宣伝に入ったが、農民の動きは鈍かった。 

 

こうしたなかで、1870年 4月 22日レーニンは生まれた。 

 

―「労働者階級のためについに発見した政治形態」パリコミューン 

同じ頃、マルクスが「労働者階級解放のために労働者がついに発見した政治形

態」と総括し、それを受け継いだレーニンが、1917 年 10 月革命の直前に書い

た「国家と革命」のなかで、あらためて、「コミューンは、労働者ができあい

の国家を手に入れて自分達の目的のために使うことはできないということを証

明した」とロシア革命後の労働者の国家を構想する手がかりとした、パリコミ

ューンが起こる。 

 

2 ヶ月の短い期間であったが、パリの大衆が打ち立てたコミューンの 4 原則

は、①常備軍廃止②コミューンが立法・行政の直接民主制執行機関③官吏リコ

ール制④官吏の俸給は労働者の賃金を上回らない、さらに、労働者による生産

の管理を打ち出したことが重要。 

 

―「戦争やめろ！」立ち上がる労働者 

1870 年 7 月、皇帝ナポレオン 3 世が、無謀にビスマルクのプロイセンに仕掛け

た普仏戦争で、9 月、皇帝自身を含む 20 万人もの政府軍が降伏し捕虜になった

ことから、9 月 4 日、戦争に嫌気したパリ労働者が立法院に押しかけて議場を占

拠し帝政廃止を求めた。 
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議会のブルジョア共和派は、またも姑息に労働者たちが去ったその夜になって、

帝政廃止を宣言。「小男の共和主義者」ティエール首班の「国防政府」成立。 

 

翌日、第一インターナショナルは、マルクスの起草で、パリの労働者、労働組合

に「呼びかけ」を発した結果、「パリ 20 区共和主義中央委員会」が結成された。 

同日、国防政府は、政府軍が壊滅状態でパリ防衛のために、「国民軍」をパリ全

地区で募集。これが、大衆に武器を持たせ自主的組織をつくることになった。 

 

翌年、1871 年 2 月 12 日、ティエールは、パリの労働者や国民軍志願兵を嫌い、

わざわざボルドーで国民議会を開催し、ティエール“行政長官”による「臨時政

府」を設立。 

 

プロイセンとの講和予備条約を①アルザス・ロレーヌ割譲、②50 億フラン賠償

金、③ドイツ軍パリ市一部占領などの条件で議会に承認させる。しかし、その賠

償金の貸付融資先はフランス金融家にすること、「パリの悪党ども」の処理―武

装解除することが条件になった。 

 

さらに、反パリ政策として、国民軍兵の給与停止、パリ家賃支払い猶予措置を停

止。また、プロイセンへの賠償金は農民からの税徴収でまかなう腹積もりでもあ

り、ブルジョアの利益を優先し、労働者・農民に敵対する姿勢をはっきりさせた。 

 

3月 18日、ティエールは、「国民軍の大砲奪取」を命令。これを阻止しようとし

た丸腰の女性労働者を撃てという将軍の命令を政府軍兵士が拒否し将軍を射殺

（この際の 2名の射殺を含めコミューン側の捕虜の処刑は累計 64名のみ。）。 

 

国民軍が武装蜂起して政府軍の多くが合流。ティエール政府は、郊外のヴェルサ

イユへ逃亡して政府不在となった。このとき、コミューン側は城門を開け放ち追

撃せず、パリコミューン開始。 

 

―コミューンの選挙 

国民軍中央委員会と 20 区共和主義中央委員会が連携して 3 月 26 日、パリ全 20

区でコミューン選挙。パリ人口 180万人で、有権者総数 48万に対して投票総数

23万で投票率４７％と低く見えるが、有権者のうちブルジョアは 10万人以上す

でにパリから逃げ出していた。 
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選挙は、住民 2万人あたり 1名議員を選び 85議席。そのうち賃労働者は 25人、

勤労者が 30人で、広い意味で労働者は過半数を占めていた。このなかで、イン

ターナショナル派 13人。ブルジョアで選ばれた 16人が早々に辞任したので、4

月に補欠選挙が行われ、インターナショナル派は 45人まで増えた。 

 

ちなみに、この選挙は、男子のみの選挙で、コミューンの様々な活動で活躍する

女子は入っていないが、コミューンの施策として、世界で初の女性参政権を打ち

出している。 

 

また、住民の行政区単位の選挙で、ロシア革命における工場、兵隊、農村単位で

選出したソビエト(評議会)の代表のように、“いつも同じ職場でよく知る人物を

選出し、だからこそ、社会階層を明確に反映して選出された代表は、同僚の委任

に答えてよく現場の状況を踏まえた行動をする。選出した方は、代表者を最後ま

で支える、あるいは不足ならリコールするという「民意」を反映させる行動を通

じて、直接民主制に近い成果を実現する”その粘り強さには欠ける面があった。 

 

―コミューンの画期的な施策の数々 

体制を整えたコミューンは次々と毎日のように画期的な施策を打ち出す。 

フランス革命以来、たえず労働者の力が体制を変えたが、そのたびにブルジョア

に裏切られてきた歴史。そのなかで蓄積した知恵が噴出した感じ。 

 

まず、すでにあった志願制の国民軍に依拠し、民衆が必要なかぎりで自ら武装す

ることで、徴兵制と常備軍廃止する。 

これは盛んになりつつある帝国主義で他国に戦争をしかけることをやめ、また、

王政であれ、共和政であれ、戦争と軍備に大半を使っていた「近代国家」の予算

を大衆のために使う宣言でもあった。 

事実、このおかげで、戦争寡婦や遺児の年金、無料教育の予算が捻出できた。 

 

また、コミューンの吏員・議員の報酬が労働者の報酬を越えないだけでなく、寡

婦の年金と同額の 6000 フランであるのは、まさに、政治・行政を大衆のために

行うのだという宣言。 

 

その意味で、庶民の生活に配慮した質屋の質札の無償解除、家賃の支払猶予。 

さらには、負債支払い猶予は、中産階級（小売店主・手工業者・商人）の債権者
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の債務者への横暴の問題を解決し、労働者中心のコミューンが中産階級の大多

数の圧倒的支持も受けることになった。 

 

 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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こうしてコミューンは、「パリコミューンの死体公示所に身元不明死体はなく、

夜盗もなく、強盗もなく、1948 年 2 月以来、はじめてパリの街路は、いかなる

警察もなしに安全になった。」その上で「労働者階級が社会を先導することがで

きる唯一の階級であることが中産階級によってさえも公然と認められたはじめ

ての革命」(マルクス)となった。 

 

そして、インターナショナル、労働組合会議、の提言もあり、労働者の政府とし

ての施策。 

 

① 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 

② 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。 

③ 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） 

④ 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） 

 

マルクスは総括する。「コミューンの真の秘密はこうであった。コミューンは本

質的に労働者階級の政府であり、横領者階級に対する生産者階級の闘争の所産

であり、労働者階級の経済的解放を実現するための、ついに発見された政治形態

であった。」 

 

 

―コミューン、労働者の動力が歴史をつくる 

パリコミューンの労働者の状況は、パリ人口 180万人。そのうち、57％が小規模

工業労働者、12％が商業労働者。労働組合数は 100で、機械工 3万人うち 40％、

青銅工 1 万人うち 60％、印刷工 3500 人うち 69％が加入。生産・消費協同組合

数は 54万人で「労働組合会議（第一インター指導）」を組織。 

 

ちなみに、コミューン壊滅で逮捕された 3 万人の統計として、読み書きできる

識字率は 31.2％。たくさん出されたコミューンの布告を読めないものも多いな

か、みんなで声を出して読み上げている様子が浮かぶ。 
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1871年 3月 29日のコミューンの布告 
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そして、コミューンは、世界の労働者に謳い継がれる歌「インターナショナル」

を残した。 

 

この歌詞の作者は、コミューンの評議員で詩人のウジェーヌ・ポティエ。彼は布

地図案デザイナーでプリント布地会社経営。布地業者組合をつくり第一インタ

ーに加盟した。彼もむろんバリケードのうえで闘った。 

 

コミューンが敗れ、同志たちが「連盟兵（フェデレ）の壁」で虐殺された後、な

おもヴェルサイユ軍の弾圧がつづいた６月、 ポティエは、まだ戦火にくすぶる

パリの街なかに身をひそめてこの歌を書いた。彼は、この偉大な希望の歌をもっ

て、戦士たちに呼びかけ、はげました。 

 

 なお、「インタナーナショナル」の曲が、音楽家ピエル・ドゥジェイテールによ

って作曲されたのは、1888 年で、ポティエが死んだ翌年だった。 

 

 

―コミューンと農民 

成立から 1 ヶ月、コミューンの統治が機能しているのを見て、ティエールは、

国民議会で成立させた新地方自治法を使って、4月 30日に全国市町村議会選挙

を行う。 

 

コミューンに対抗して、地方の農民の支持を取り付けようとしたのだが、ティ

エール派惨敗(市町村議員数 70万人のうちティエール派 8千人で地方の支持な

し)。 

 

7つの都市でコミューンが短期間でき、パリコミューンは、巡回隊を組織して

パリコミューンの施策を宣伝するために農村に派遣し、ティエールの徴税強化

に怒っている農村の評価は好意的だったが、如何せん 2ヶ月という期間では、

それ以上全国で施策を具体化するには時間がなかった。 

 

「農民の解放をプロレタリアが担う仕事」をパリコミューンは目指しながら届

かなかった。日本では農民がその解放を天皇に託す形となった。そして、ロシ

アでは、その仕事をついに実現した。 
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現在もパリ市内に残る追悼碑「連盟兵の壁」 
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４．1880年代 「8時間労働制」 

―ロシアの経済高度成長と初の労働組合結成 

1880年から 1890年のあいだにロシアの工業は、鉄道距離は 20倍、石油の採掘

量は 140倍となり、高度成長し産業革命が完成する。 

それでも工業生産高は国民経済のまだ 3割。 

 

この急速な発展をするために、外国から資本を導入したため、重工業はほぼ外

国金融資本（英仏ベルギー）に従属。いいかえれば、ロシアのブルジョアは、

ほとんど「雇われマダム」で、独自のブルジョアとしての強さはない。 

 

それに比べれば、明治維新以来の日本は、「和魂洋才」。西洋の技術を取り入れ

ながら、日本人のブルジョアとその支配体制を作っていったといえる。 

 

一方、ロシア労働者のストライキは、70年代以降、農村を基盤とするといって

いたナロードニキも労働者のデモを組織するなど、さらに増加。 

1872年、皇帝も工場主の私設警察逮捕権を定めていた警察条例を破棄。 

 

そのなかで、1875年にはロシアとして初めての労働組合「南ロシア労働者同

盟」、1878年には「ロシア労働者北部同盟」が結成される。しかし、労働組合

結成は依然として非合法で、いずれの労働組合も数ヶ月で弾圧され解体する。 

 

―世界では「8時間労働制」の闘いとメーデー開始 

資本主義の母国イギリスの経済が 1873年の大不況以降低迷するなか、追い上

げていたドイツ、アメリカが急速に発展する。 

 

特に、アメリカは、もともと皇帝などがいなくて、「自由」を求めてヨーロッ

パから、この時期、4千万人にものぼる大量の移民の流入があったこともあ

り、西部への鉄道、石油・金鉱採掘など格段の資本主義の発展を遂げる。 

 

労働運動も盛んになり、労働者は「1日 24時間。寝るのに 8時間、自分の時間

8時間、資本家のための労働は 8時間、1/3ずつで当たり前だろう！」と 8時

間労働制を求めた。 
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1886年、比較的穏健な熟練労働者の労働組合がアメリカ労働総同盟（AFL）を

結成。一方、急激に増加してきた非熟練労働者を中心にストライキが増加。 

 

1886年 5月 1日には、シカゴのヘイマーケットで、収穫機会社マコーミックの

労働者が「8時間労働」を求めてストライキ。警察が労働者 4名を射殺。これ

を契機にシカゴ全体、さらに全国で 38万人が参加するゼネストに拡大。 

 

1889年には、こうした動きを踏まえて、パリコミューン後、「インターナショ

ナル禁止法」など弾圧強化で 1876年に解体した第一インターナショナルを第

二インターナショナルとして、パリで、ドイツ社会民主党などを中心に再建。

これが掲げたのも「8時間労働制」の実現だった。翌年 1890年、ヘイマーケッ

ト事件を記念し、5月 1日に各国で 8時間労働制を要求するメーデーが開始。 

 

―ロシア革命でやっと実現した「8時間労働制」と日本 

この 8時間労働制の闘いは、ロシア革命後 1917年のソビエト憲法でやっと実

現する。そして、第一次大戦戦後処理を決めたパリ講和会議で、ロシア革命を

恐れたブルジョアが譲歩し、世界労働機構（ILO）が設立され、その第 1号条

約が 8時間労働制となる。 

 

しかし、第一次大戦戦勝国のひとつだった日本は、「直前に 12時間労働制を決

めたばかりだ」と主張し、「特例国扱い」となり、今現在まで、アメリカとと

もにこの条約を批准していない。 

 

そして、今、自民党アベ政権が、「残業代ゼロ法」を導入し、労働者の長年の

闘いで勝ち取られたこの歴史的な「8時間労働制」を壊そうとしている。 

 

1886年 5月 1日のヘイマーケット事件の記念碑＠シカゴヘイマーケット広場 
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５．1890年代 「政治スト」 

―ロシアの労働運動の発展「政治スト」 

1895年、25歳のレーニンが労働運動に参加。同時に、労働運動とともにマルク

スの考え方を基本に社会主義運動をすすめるために、マルトフなど仲間数人と

首都ペテルブルグで「労働者階級解放闘争同盟（非合法）」を結成する。 

 

この「同盟」の当初設立メンバーは、12月には全員逮捕され、1897年から 1900

年まで、シベリアに流刑となるが、残った同盟員の指導もあり、1896 年にペテ

ルブルグで、3万人の紡績労働者のストが起きる。 

 

全国では、1891 年から 1894 年、ストライキ平均年 50 件。1895 年から 1899 年

ではスト参加 40万人超（1880年代前半の倍）と労働者が闘い続けていた。 

 

この結果として、1897年には労働日制限法、1898年には、欧米の闘いよりは遅

れているが、労働時間 11時間半と日曜祝祭日を休暇とする「新工場法」を皇帝

に決めさせた。 

 

当時の労働者の状況は、工場労働者 300万人で、高度成長で倍増した総人口 1億

25百万人のわずか２％。 

 

しかし、そのうち大企業に 7割、ペテルブルグ・モスクワ・キエフなどの大都市

に 8割が集中していた。 

 

雇用労働者数でも 1千万人で総人口のわずか８%。農奴出身が 9割を占めていた。

残り 8割は農業人口。 

 

1903 年には、専制打倒など政治的要求を掲げる政治ストが労働条件改善を求め

る経済ストを上回る（政治スト：経済スト＝53：47）。 

 

ロシアの労働運動の特徴は、「欧米でまれな“政治スト”」。 

 

この理由として、トロツキーは「大都市の大企業に労働者の多くが集中している

こと、国家の抑圧が強烈であること、急激な工業化で農村から出てきた労働者の

大半が若く衝動性が強いこと」を挙げている。 
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「労働者階級解放闘争同盟」設立（前列右端マルトフ、その隣レーニン） 
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ちなみに、当時のロシア国民の読み書きできる識字率は 2割でパリコミューン

より低く、ロシア革命後の 1920年でも３２％。 

 

ストライキは非合法で、工場ごとに「ストライキ委員会」をなんとか組織し、

これが闘う労働組合の原型となったが、闘うのに「文字」はそんなにいらなか

った。 

 

その一方、日本の識字率は、明治維新の前から見れば、幕末に、全国で寺子屋数

が 15,560あり、1880年から 90年にはすでに男で 50～60％、女で 30％。1920年

には徴兵検査の結果だが、20歳男子で 97％。 

 

この背景には、1895 年日清戦争に勝利し、その賠償金で学校教育を充実させ、

韓国を併合した 1910年には尋常小学校就学率 100％になったことがある。 

 

第二次大戦前の日本で「革命」がおきなかったことの一つの理由に、こうした学

校教育をベースとした識字率向上と裏腹に、「教育勅語」教育などを通じて、「天

皇制維持・富国強兵」など体制のイデオロギーを徹底させたことも大きい。 

 

 

６．20世紀初頭 「党」 

―「労働者の党」とは何か？  

こうした労働者の運動の発展を受けて、1898年 3月、レーニンたちが、シベリ

ア流刑になっている間に、レーニンの師であり、ロシアへのマルクス主義導入

の先駆者プレハーノフなどを中心に、ドイツに 20年遅れて、ロシアで初めて

の社会主義政党として「ロシア社会民主労働党」が創設される。 

 

しかし、この会議の参加者 9人のうち 8人が、会議終了後すぐ逮捕される。 

 

その一方、逮捕されずに活動を続ける若手の社会主義者たち「青年組」が、

1899年に「団結精神と政治意識の高い職工に支えられた西欧の運動とちがい、

ロシアの労働者は若く団結すること自体に未熟。党は社会主義や政治を労働者

に無理に持ち込まないで、彼らの経済闘争とともに歩むべき。」と“経済闘争

市場主義”を主張する「クレード（信条）」を発表する。 
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―「極悪人？」レーニンの「何をなすべきか」 

これに対して、直ちに、29歳のレーニンはシベリア流刑の地から、流刑者 17

人の「老人組」を代表して「抗議」を送り、さらに第一回の政治亡命として移

ったスイスから事態の推移をじっと眺めて、1902年に、「なにをなすべきか」

という著作を書いて論争を続ける。 

 

この「なにをなすべきか」という論文は、「国家と革命」とならんで有名な論

文であるが、ソ連を批判する論者などから、スターリンなどという独裁者を生

み出すことにもなったモトだとも言われているモノ。 

 

それは、「労働者はほっとけば賃上げ闘争しかしなくて革命などする気にはな

らないので、インテリの党が労働者と労働組合の上にたって、革命思想を外部

から注入し、リードしていかなくてはならないのだ」と、まったく労働者を馬

鹿にしているレーニンは「極悪人」と言う評価。 

 

しかし、当時の労働者の運動の状況も踏まえて、あらためて、この論文を見て

みると、レーニンは、労働者を馬鹿にしているというより、逆に、自然発生的

にどんどん闘いを広げる労働者に対して、社会主義者が立ち遅れており、もっ

と努力して労働者に信頼されるようになれ、と言っている。 

 

「1901年メーデーにハリコフで労働者が立ち上がったときも彼らは“専制打

倒”をスローガンにしている。全国でもいわゆる政治ストが経済ストを上回っ

ている。そういう労働者の闘いで皇帝も警察あがりに労働組合（ズバトフ互助

会）をつくらせて、一部労働組合を合法にせざるを得なくなっている。」 

 

「彼らは、君達が言うように、若くて未熟だから、身近な賃金のことしか興味

がないとか、専制の抑圧に恐怖し弱いわけでもない。むしろ、政治意識があ

り、もっと、自分の工場だけではわからない、情報と指針を求めている。」 

 

「だから、専制の抑圧について全面的な政治的暴露をする必要がある。そもそ

も、政治的抑圧はすべての社会階級にのしかかっており、職業的・一般市民

的・個人的・家庭的・宗教的・学問的等々の生活と活動のさまざまな分野に現

れている。労働者が学生と農民と市民とつながって闘っていけるように、これ

を仕事としなくて何が仕事なのか？」 
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「そういう大衆の抑圧に対する興奮の水流と細流をことごとく寄せ集め、集中

する能力が我々にまだないことが問題」 

 

 

―党がなすべきこと“革命のリアリティを充満させる“ 

つまり、レーニンには、革命は、“おこす”のではなく、大衆の「抑圧はいや

だ」というエネルギー、“すでにある革命のリアリティ－をこの社会に充満さ

せること”という考えがあった。 

 

だから、1901年に結成されたナロードニキの流れを汲む「社会革命党」を挙げ

て、「暗殺とかで政府を直接攻撃するための組織なら社会革命党でいい。われ

われの任務はちがう」と言う。 

 

そして、1903年に、社会民主労働党第 2回大会がロンドンで 42人の参加で開

かれ、党の加入条件をめぐって、「党の活動に参加する」ことを条件にするレ

ーニンたちの「ボルシェビキ（多数派）」と「党の政策を承認するだけでい

い」とするマルトフなどの「メンシェビキ（少数派）」に分裂する。 

 

レーニンは、反対者を大会にできるだけ招待しないで、初回投票で負けても議

論を続け、嫌気した数人が退場した後、再投票でやっと勝つ（28票：22票）。 

 

彼は、姑息な手法を使ってでも、自分の主張に固執し、分裂を辞さなかった。 

 

それは、“労働者の利益を代表するだけの大衆政党を目指すならば、わざわざ

分裂させる必要はない。しかし、我々が目指すのは、労働者と大衆からすでに

滴っている革命のリアリティを充満させる能力と活動を任務とする党ではない

のか”という想いであったと思われる。 

 

 

 

 

 

それから 2年、多くの社会主義者の「不意をついて」、1905年の「ロシア第一

革命」が起こる。その時、レーニン 35歳。（次回につづく） 
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映画「グッドバイ！レーニン」(２００２年) 

ベルリンの壁崩壊後の東ベルリンで 

昏睡状態から覚めた母親が 

運び去られるレーニン像を目撃する場面 

 

 

 

 

：映画「グッバイ、レーニン」は、一般に「社会主義の崩壊をコミカルに描い

た」とされるが、実は、そのメタメッセージとは、「レーニンは生きた、レー

ニンは生きている、レーニンは生き続ける」にほかならない。 

これが言いすぎならば、レーニンに別れを告げたことによって、逆に、人々は

レーニンの名によって語られるような何かにふたたび出会わざるを得ないよう

な状況に投げ込まれつつあるということではないのか。 

―白井聡「未完のレーニン」 

 


