
プチ労ブックレット No.3（仮③） 

 

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。 

 

第三分冊 

 

2015 年 6 月 21 日プチ労その 62 

第三回「1917 年の革命」 

 



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。 



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． 日露戦争、第一次世界大戦のなかでの 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 

 

今回参考文献 

・「レーニンと労働組合」呂嘉民（中国労働運動学院教授）1987年 

・「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 

・「未完のレーニン」2007年、「物質の蜂起をめざして」2010年 白井聡 

・「世界をゆるがした 10日間」ジョン・リード 1919年 1月 

・「現在の革命におけるﾌﾟﾛﾚﾀﾘｱｰﾄの任務について」レーニン 1917年 4月（全集 24巻） 

・「国家と革命」 レーニン 1917年 8月(全集 25巻) 

・「ボルシェビキは権力を維持できるか」レーニン 1917年 10月(全集 26巻) 

・「憲法制定議会のテーゼ」レーニン 1917年 12月（全集 26巻） 

・「プロレタリア革命と背教者カウツキー」レーニン 1918年 10月（全集 28巻）  

・「労働組合第二回全ロシア大会報告」レーニン 1919年 1月(全集 28巻) 

・「憲法制定議会選挙とプロレタリア独裁」レーニン 1919年 12月(全集 30巻) 

・「共産主義における左翼小児病」レーニン 1920年 4月 



2015 年６月 21 日プチ労その 62 

第三回 1917 年の革命 
 

第二回「1905 年の革命」では、1905 年「血の日曜日」で大衆の「蒸気」が吹

き上がり、自らの組織「ソビエト」を生み出したが、労働者・農民の社会主義

革命には至らず、皇帝に押さえ込まれた。 

さらに、帝国主義戦争が第一次世界大戦となり、各国の社会主義者が戦争に賛

成した。 

その「絶望の淵」で、レーニンは、スイスで孤立しながらも勉強を続け、

「1905 年から革命は始まっている」と言う新たな確信を持ち、「帝国主義戦争

を内乱へ」というスローガンを生み出した。 

彼は、ある意味、ウキウキしていた。2 月革命まであと数日。 

"革命の蒸気の動き“、日本も 2011 年 3 月 11 日から革命は始まっている。 

 

１． たちあがる革命の動力 

―階級対立から発生した「力」は、ソビエトを創り育てた。 

（１）2月革命 

―5日間 

2月 23日（西暦 3月 8日）は、アメリカの女性たちが 1904年にニュー

ヨークで女性参政権を要求してデモしたことを記念して、19010年から

毎年、各国社会主義者が、「国際婦人デー」として、デモしていた。 

 

この日、ボルシェビキ、メンシェビキともに社会主義者たちは、平和な

デモを行いストライキはしないと申し合わせていたが、1週間前の「パ

ン配給制」の政府決定に怒り心頭に達していたペテルブルグの女性紡績

工たちは、制止を聞かず、朝からストライキに入った。 

 

翌 24日には、女性たちの「パンよこせ」のデモに、他の工場の労働者

も応じて武装蜂起した。労働者の参加者数は、13万人から 1週間で 40

万人になった。 

26日には、悩んでいた首都の兵士たちも順次合流し始めた。 

26日兵士の合流は 600人だったが、3月 1日には 17万人になった。 

 



27日には、タウリーダ宮殿に出来た革命本部をもとに、1905年の革命

以来「常識」となった労働者・兵士・農民代表ソビエトが樹立された。 

 

―自由主義者、協調主義者のソビエト 

ソビエトは、自由主義者、メンシェビキ、社会革命党が多数を占め、ボ

ルシェビキは少数だった。工業・商業・銀行事務員や資本の官吏、労働

官僚、ジャーナリスト、政治家といった「新しい中間層」。彼らは、「ブ

ルジョアは敵と大衆に教えながら、何より大衆が敵の支配下から脱する

のは恐れていた」 

 

 

 



 

ブルジョアに臨時政府を樹立させようと画策した一人、スハーノフも社

会革命党、その後メンシェビキになり、そうした中間層のすぐれた代表

のひとり。彼は長編の「ロシア革命の記録」も書いた。 

 

一方、「農民を救う」と言うナロードニキの流れを汲む社会革命党は、

農民をはじめ多数の支持者がいたが、革命への支持は示すがいかなる義

務もない「壮大なゼロ」。 

 

農村の共鳴にも関わらず少しも農民党ではない。新中間層が多い幹部た

ちは、農民の幸せは願いながら赤い雄鶏(火事)は望まない。有産階級の

危機感を反映した政党だった。 

 

また、ソビエトの代表選出のルールは、兵士が 100人に一人に対して、

労働者は 1000人に一人で、兵士が優遇されていた。戦争で疲れ、彼ら

の合流で革命がなったからということであった。 

 

当時、軍隊は農民の軍隊だった。1912年には、農民 59.5％、労働者

15.84％、識字率 47.41％。1914－1917年の新規兵では、農民 66.52％、

労働者 16.25％。1917年 1月の水兵は 15万 4千人、労働者 25.38％、農

民・都市住民 48.62％、識字率 81.31％。そして、将校は主に貴族で、

1913年 6万 5千の将校のうち、貴族は陸軍で尉官 50.35％、佐官

72.6％、将官 89.19％。 

 

しかし、兵士代表には、革命前後から、「蝶結びの赤リボン」をつけは

じめた“自由主義的”な将校がなる場合も多く、彼らの雰囲気は、前線

の部隊兵士たちの雰囲気とはかけ離れていた。 

 

労働者の代表にも、インテリ、ジャーナリスト、弁護士など弁のたつ都

市住民が自薦でなる場合も多く、街中とも同じく、ソビエトの雰囲気は

「皇帝を飛ばして自由を謳歌するブルジョア革命」であった。 

 

―ソビエトが「頼んで」ブルジョア臨時政府樹立 

だから、27日夜には、ソビエト執行委員会のメンバーは、タウリーダ宮

殿の反対側の部屋に集まっていた、一部、皇帝の内閣の閣僚貴族などを

含むブルジョア達に、「臨時政府を樹立してくれ」と頼みに行く。 



 

ソビエト執行委員会の考え方は、「この革命はブルジョアの革命。ブル

ジョアにやらせて、ソビエトは監視する」というもの。執行委員会に

は、ボルシェビキ代表として、カーメネフがいたが賛成した。 

 

スターリンもその後、流刑から解放されて加わるが反対しなかった。 

結果、ソビエトの大会にもはからず、温厚で知られるリヴォフ大公を首

班とするブルジョア臨時政府が出発し、皇帝は退位する。 

 

―2月革命は誰が指導したか 

「兵士が労働者を支持したのは、自分達と同じような働く人々の階級と

しての労働者との血のつながりを感じたからである。」ある経済学者は 3

月 10日に「証券取引新聞」に書いた。 

 

その労働者たちは、1905年以来、生活に裏付けられた革命的経験をつん

でいた。「今では、ボルシェビキに育てられた労働者が多くいた。しか

し、ボルシェビキはただちに革命の指導的役割を保障するには不十分だ

った。」トロツキー 

 

 
最初に決起したヴォルティーニ連隊の兵士たち 

 

 



（２）レーニンの 4月テーゼ 

―臨時政府「戦争継続」決定 

革命の死傷者は、1443人。うち軍人が 869人。丁重に葬られ。臨時政府

は「無血革命」と称する。 

 

連合国の「皇帝を倒し、帝政の続くドイツ、オーストリアと民主主義の

対決の構図をはっきりさせた偉大な革命」と言う賞賛のなかで、革命の

動力が戦争に疲れた兵士と労働者であったにも関わらず、臨時政府は、

当然のように「革命防衛のために戦争継続」を宣言する。 

 

―レーニン帰国 

2月 24日にスイスで革命の第一報を聞いたレーニンは、今度は、1905

年のときのようにグズグズせずに、帰国の算段をする。 

 

ヨーロッパ全体が交戦状態であるので、最も早いルートとして、「敵

国」ドイツ政府と交渉し、一切、途中下車しないという条件で、ドイツ

国内を通過する列車で帰国する。 

 

なお、この列車は「封印列車」と呼ばれ、レーニンにとっては必要な選

択だったが、後に「レーニンはドイツ政府のスパイ」という噂が出るも

とにはなった。 

 

―「狂人のたわごと」「精霊が飛びたつ」4月 4日テーゼ 

レーニンは 4月 3日ペテルブルグに帰ってきた。到着早々、ボルシェビ

キの会合で、用意してきた演説を厳しくはじめた。 

 

① 臨時政府を一切支持しないし、帝国主義の戦争はしない。 

② ソビエトは唯一の革命政府の形態。それをすぐ目指すべきだ。 

③ 革命政府は、民衆の武装により常備軍・警察を廃止し、官吏は選挙とリ

コール制、地主の土地は没収、労働者による生産統制をする。 

④ しかし、まだ我々は少数で、ソビエトは協調主義で大衆は政府を信じて

いるので忍耐強く丁寧にウソを暴露していく。 

⑤ 協調主義の社会主義者と区別するために、我々は共産党となろう。 

 

 



ロシアにいたボルシェビキ幹部の対応を個人攻撃するものではなかっ

た。しかし、その迫力には、みな唖然とし、カーメネフ、妻のクルプス

カヤでさえ、「気が違ったかと思った」 

 

一方、会合に紛れ込んだメンシェビキのスハーノフは、もとは宮廷バレ

リーナのきらびやかな邸宅だったクシェーンスカヤ宮殿にあるボルシェ

ビキ本部で行われたレーニンの演説について記録している。 

 

「私は、その雷鳴のような演説が忘れられない。たまたま紛れ込んだ異

端者の私だけでなく、正統派もみな、それに震え上がり、仰天した。そ

のようなものを予期した者はだれひとりいないと、私は主張する。」 

 

「あらゆる自然力が自分たちの巣から起き上がり、万物を破壊する精霊

が、障害も、疑念も、人々の苦労も、人々の思惑も知らずに、クシェー

ンスカヤ宮殿の広間で、魔法にかけられた弟子達の頭上を飛び交ってい

るように思われた。」 

 

翌日、レーニンは演説の内容を「4 月 4 日テーゼ」という文書にまと

め、党の協議会で承認させたが、レーニン以外、文書にサインする中央

委員は誰もいなかった。 

 

―労働者が反応。4月事件 

「読んだこともない」4月テーゼに反応したのは、労働者と兵士だっ

た。4月 19日、労働者と兵士数万人のデモが起こった。 

 

ソビエト執行委員会がソビエトの労働者、兵士をないがしろにしてすす

めた臨時政府への不満だった。 

 

「ブルジョア大臣辞めろ！」、一方で、ブルジョア政党であるカデット

党の組織したデモもあり、「引き分け」にも見えたが、結果、ブルジョ

ア大臣が辞任し、ソビエトから協調社会主義者が入閣し、ブルジョア臨

時政府は打倒された。 

 

ケレンスキーをはじめとしたこの協調主義者政府は、想定していなかっ

たデモ、蜂起をおそれ、2月革命で機能を停止していた警察を「民警」

として復活させようとする。 



また、農民の不満を抑えようと「全国土地委員会」を設置するが、10

月革命まで、結局、何もしない。 

 

―大衆の武装解除をさせるな 

政府の「民警」に対して、レーニンたちは、「民衆の武装解除を許す

な」と労働者民兵の組織を呼び掛ける。 

 

これに答えて、5月末、ペテルブルグの工場委員会の代表者会議では、

4月テーゼにある、「労働者による生産統制」と「労働者民兵の組織」

を決議する。 

 

4月テーゼは、労働者の要求に応えていた。 

 

 

 

 

 

「狂人の戯言」が語られ「精霊が飛び立った」クシェーンスカヤ宮殿 

 

 

 

 

 



（３）闘い続ける労働者、逃げるブルジョア 

―８時間労働制の闘い 

革命直後、8時間制労働制の問題が焦点になった。政府は「まず、兵士

は兵営へ。労働者は工場に帰れ」と言う。ソビエト執行委員会は、工場

再開を決定する。 

 

労働者は「工場に帰るが、何も変わらないのか？」と 1905年の革命以

来の課題、8時間労働制を要求した。 

 

執行委員会の多数派、メンシェビキは言う。「労働者はまず政治的自由

を獲得しつつある。経済闘争はまだだ。」労働者は「まず、我々の筋肉

と神経の自由をよこせ」と闘い、工場主を譲歩させた。 

 

政府とソビエト執行委員会が拒否するものを自分で手に入れた。 

 

３月、４月に、８時間労働制をかちとり、労働者には、読書・会合・ラ

イフル銃の訓練の「自由時間」ができた。 

 

「戦時に自分のことだけ考えるのか」と将校は兵士に労働者を非難する

ようにけしかけたが、労働者は兵士の工場訪問を企画し討論し理解を得

ていった。 

 

メンシェビキの権威は落ち、ボルシェビキの立場が工場で、部分的には

兵営でも強まった。 

 

―戦争の打撃とブルジョアの逃亡 

戦争はヨーロッパ全体の鉄道に打撃を与えた。５月には、輸送の崩壊に

より物価が高騰し、都市の食糧事情は再び深刻になった。経済崩壊の兆

候がいたるところで明らかになり、生活費は上がった。 

 

戦争と経済の見通しがはっきりしなくなり、「所有権」は頼りなくなっ

た。無尽蔵に見えた戦争利潤は低下し始め、経営の危険性は増大した。 

経営者は革命の状況のもとで、生産意欲を失った。 

 

 



ブルジョアにとっては、経済麻痺による一時的な損失や赤字は、彼らの

存在をおびやかす革命と闘う経費だった。 

 

工業主は、ペテルブルグで、３月から４月にかけて、９千人の労働者を

擁する 129の企業を閉鎖。５月には、同様の数の労働者を擁する 108の

企業、６月には、３万８千人を擁する 125の企業が閉鎖し、７月には、

206の企業の４万８千人の労働者を街頭に放り出した。 

 

ペテルブルグに続いて、繊維工業のモスクワが動き始め、地方がモスク

ワに続いた。重工業の過半を牛耳る英仏等の外国資本をはじめ、戦争利

潤を謳歌してきたブルジョアが一斉に「逃亡」を始めた。 

 

―労働者に見えてきたこと「国を変えることだ」 

労働者が作る工場委員会が、事件に介入し、多くの場合、生産混乱は、

労働者に圧力をかけるためか、国家に補助金を強要することを目的に故

意に起こされていることを明らかにした。 

 

特に、大使館を通じて活動している外国の資本のふるまいが厚かましか

った。 

 

経営者は、「問題なのは、全国民の生活に必要な企業ではなく、自分の

煙草入れでもあるかのように、工場を閉鎖する」こと、つまり「生産の

社会的性格と生産手段の私的所有の矛盾」が、あまりにあからさまに労

働者に見えてきた。 

 

労働者は、工場閉鎖のおかげで、自分達で工場を統制しなければならな

いこと、さらに、工場は国家が掌握しなければならない、という考えを

持つようになった。 

 

それを決定的にはっきりさせる役割を担ったのは、またしても、ストラ

イキだった。 

 

ストライキは、今まで登場しなかった、最も搾取がひどい階層で激しく

なった。洗濯女、染物師、桶職人、商工業事務員、建築工、青銅細工

師、塗装工、雑役夫、靴職人、ボール紙職人、ソーセージ工、家具工た

ちが、６月を通じて次々とストライキに入った。 



 

反対に、金属労働者など、先進的な大工場の労働者たちは、それを抑え

る役割を演じ始める。 

 

個別的な経済ストでは本格的な好転は得られないこと、必要なのは、基

盤そのもののなんらかの変化であることが、次第に明白になっていった

から。 

 

―工場委員会、労働組合増加とボルシェビキ支持急増 

労働者たちは、政治的に変化してきた。最大工場プチロフでは、それま

で、社会革命党の牙城といえたが、６月前後には、ボルシェビキの側に

移った。 

 

自分たちの工場を蘇生させるために苦労していた工場委員会が動いた。

４月テーゼに賛成した５月末のペテルブルグの工場委員会の代表者会議

では、421票のうちボルシェビキへの賛成は 335票だった。 

 

労働組合への参加が増え、6月の労働組合代表者会議では、ペテルブル

グに 25万人以上の組合員を擁する 50以上の組合があった。金属工組合

では約 10万人の組合員。5月の一ヶ月間でも組合員の数は二倍に増え

た。 

 

全国では、労働組合の連合会が４００、2月に 10数万人だった労働組

合員数 140万人になっていた。このなかでのボルシェビキへの支持が急

速に増えていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）農民の蜂起 

―動かない農民、動かないソビエト 

「土地をよこせ」と言った 2月革命後の数週間、農村はほとんど動かな

かった。最も活動的な年齢層は前線にいた。ソビエトは、労働者の 8時

間労働制の問題と同様に、「都市への食糧供給を犠牲にするような農業

問題には熱中しない」と勧告した。 

 

しかし、富農は細々と土地を買い集め、地主は「大土地所有廃止」を言

われる前に、自分の所有地を人為的に名義だけ細分化したりしていた。

農民代表は、まずは、首都に陳情し、「土地売買の一切禁止」を求め

た。 

 

―動いた農民 

3月になると、農民が動き始めた。全国の３４の郡で農民蜂起が起こっ

た。臨時政府がつくった全国土地委員会は何もしなかったが、現場に近

いある県の“郷や村の土地委員会”は、地主逮捕して追放したり、土地

を占拠したりした。 

 

ケレンスキーが約束した「土地売買禁止令」もなかなか出なかったた

め、農民たちは土地の測量実施を妨害し、領地の売り渡しを自分達なり

の手段で阻み始めた。地主の銃の没収も拡大し始めた。 

 

4月に、農民蜂起は 174の郡に、5月には 236の郡に拡大した。 

5月 20日、レーニンはぺテルブルグで開かれた農民大会で演説した。

「彼は、鰐の群れのなかに入り込んだようだった。が、農民たちは注意

深く耳は傾けていた。」とスハーノフは記録する。 

 

レーニンは、「我々は、ただちに農民に土地を譲渡させることを主張す

る」と言った。農民は「ボルシェビキは恐ろしい」と思っていたが、黙

ったまま共感した。 

 

農村での紛争で、地主に制裁を加えるために、彼らから「法律的援助」

を借りられる限り、農民は社会革命党についてきていた。しかし、この

大会で、社会革命党は、農民蜂起に恐れをなし、中止の合図を出した。 

 



「土地については、憲法制定会議まで待たなければならない。あらゆる

勝手な土地の占拠は非難される」と決議した。しかし、その決議は、農

民運動を弱めはしなかった。６月に、農民蜂起は、280の郡で、7月に

は、325の郡で、8月には、全国の郡の 8割、921の郡に拡大した。 

 

農村にソビエトはまだ少なく、郷の土地委員会が蜂起の拠点となり、蜂

起が広がるにつれ、旧来のミール(農村共同体)の「寄り合い」が、革命

の機関に変身した。 

 

―「地主の財産は我々のものだ」 

農民たちは、地主財産の略奪をこう正当化した。「地主はわれわれの地

主だった。われわれは地主のために働いた。だから、地主が持っていた

財産はわれわれだけのものにならなければならない。」 

 

かつて貴族は農奴にこう言った。「お前達は私のものだ。だからお前達

のものはすべて私のものだ」いまや農民はこう応じる。「旦那は我々の

旦那だ。だから財産はすべて我々のものだ。」 

 

―「ボルシェビキをくれ！」 

農民の要求は「地主から土地をよこせ」だった。だからこそ、農民は社

会革命党の「土地と自由」という綱領を支持した。その意味で、まさに

民主主義革命の課題だった。 

 

しかし、社会革命党は、地主に多額の融資をしている銀行の猛烈な反対

で、政府として綱領を実行に移せなかった。憲法制定会議で土地の価格

を地主と取引することにせざるを得なかった。 

 

政府が、農民蜂起を各地で鎮圧しようと、軍隊を派遣すると、多くの兵

士は、自分たちの出身である農民を擁護した。そして、「レーニンを読

んだこと」もなく「ボルシェビキは怖いもの」という農民に「レーニン

の話」をした。 

 

次第に、農村で、社会革命党が、ボルシェビキを「略奪者」や「裏切り

者」と呼ぶと、「俺達に作り話をするな！土地はどこにある！もうたく

さんだ！ボルシェビキをくれ！」と農民がいきりたってきた。 

 



（５）ソビエトの変化 

―7月事件 

6月に、臨時政府首班であったケレンスキーが「革命精神を発揮せよ」

と東部戦線で大攻勢を指令。しかし、攻勢は数日で頓挫し、ドイツの反

攻に会い、兵士の士気はさらに低下した。 

 

7月 3日、ペテルブルグ街頭で、第一機関銃兵連隊やプチロフ工場労働

者が「戦争中止！権力をソビエトへ！」を掲げて武装デモを行い、翌日

には、参加者は 50万人を越えた。 

 

当初、ボルシェビキは「時期尚早」と抑制を呼びかけていたが、デモが

始まると先頭に立たざるを得ず、翌々日には収拾を図った。政府は、郊

外のコルニーロフ将軍の軍隊も呼び寄せて弾圧し、死者 30名。 

 

政府、およびこの間静観していたソビエトからは、「レーニンはドイツ

のスパイだ」という情報が流され、「混乱の責任は、ボルシェビキにあ

る」として、ボルシェビキは非合法化され、トロツキーは逮捕。 

 

レーニンは、「顔を知られていなかった」ため、別人が誤認逮捕される

間に、フィンランドに逃亡し、10月革命の前夜まで潜伏する。 

 

―ソビエトの失墜と拡大 

やむにやまれず兵士と労働者が蜂起したペテルブルグをはじめ、大都市

では、「何もしない」ソビエトに大衆は大いに幻滅。一方、全国では逆

にソビエト結成が急速に増えてきた。農村でも農業労働者のソビエトが

つくられてきた。 

 

このとき、全国のソビエト数は６００を数え、それらが基盤とする有権

者数は 2300万人に昇った。新たなソビエトでは、メンシェビキや社会

革命党に代わり、ボルシェビキの勢力が多数占めるようになってきた。 

 

7月末、ボルシェビキは第 6回大会をペテルブルグの労働者地区で密か

に開き、レーニンも潜伏先から鬘をつけ髭を剃った変装姿で参加した。 

 

 



トロツキーとその仲間達（メジライオンツイ）は、この間、ボルシェビ

キとほぼ同様な主張をしていることから、この大会で正式にボルシェビ

キに加入した。 

 

そして、7月以来の情勢を踏まえて、平和的な移行も可能かという意味

でも掲げていた「権力をソビエトへ」のスローガンを一旦取り下げて、

明確ではないものの、「労働者、農民自らの権力のために武装蜂起も辞

さない」という方向を決議した。 

 

―コルニーロフの乱と労働者の武装 

8月 25日、7月事件の鎮圧で活躍したコルニーロフ将軍が、2月革命前

の秩序の復活を目指して、配下のコサック中心の軍隊を動員してペテル

ブルグに進軍。 

 

焦ったケレンスキーは、手のひらを返して、ボルシェビキに労働者部隊

の応援を頼む。政府の武器庫が解放され、労働者の武装として、6月に

は労働者赤衛隊が結成されていたが、その貧弱な装備が充実した。 

 

この労働者部隊の活躍で、コルニーロフは敗退。この混乱で、8月末、

臨時政府は、全権をケレンスキーに付与し、彼の「執政府」となった。 

 

―ソビエト、再び闘う機関へ 

ソビエトへの期待が薄れた結果、労働者の運動の中心は、闘い続けてい

た労働組合と工場委員会になっていたが、コルニーロフの乱も経て、そ

の工場委員会などの闘いの息吹が、ソビエト代表の交代などで、次第に

ソビエトに伝わっていった。 

 

そして、9月、ソビエトの中心、ペテルブルグソビエトで、現在の幹部

会と執政府との連立を支持する決議が、賛成 414票、反対 519票で否決

され、幹部会は辞任し、ボルシェビキが指導権をとることになった。 

 

 

 

 

 

 



（６）レーニンの「国家と革命」 

―革命の「未来」が必要 

8月に、レーニンは潜伏先で一気に「国家と革命」を書き上げた。それ

は、国家とは何か。パリコミューンの経験とはなにか。共産主義の社会

とはどういうものか。相当、アカデミックに検討したものだった。 

 

この著作は、実際に公開されたのも革命後の 1918年である、革命党の

指導者が、緊張した革命への実際の政治的道程を歩みながら、どうし

て、こんなものを書いたのか。潜伏してひまだったからか。 

 

しかし、彼には、労働者・兵士・農民に革命した後の「未来」を見せる

必要があった。どうして今の国家を破壊するのか。それを何に取り替え

るのか。その整理が必要だった。 

 

―古い国家をソビエトに取り替える 

「旧来の機構に取って代わるものはないという連中は恥じるがいい。そ

れはある。ソビエトこそそれだ。大衆の創意と自主性を恐れるな。大衆

の革命的組織を信頼せよ。そうすれば、労働者や農民がコルニーロフの

乱で、反乱に抗して、団結と情熱の中で発揮した力、偉大さ、不屈さを

国家のあらゆる活動領域で見出すだろう。」 

 

レーニンは、「狂人か」と言われながら 4月 3日に示したテーゼを「再

び闘う機関になったソビエト」など、実際の事態の推移と並行して、マ

ルクスの学説、パリコミューンの歴史の教訓から理論的に整理する。 

 

―ブルジョア独裁からプロレタリア独裁へ 

「人類の歴史は階級闘争の歴史」ではじまるマルクスの「共産党宣言」

は、革命を「労働者革命の第 1歩はプロレタリアートを支配階級の地位

に高め、民主主義を闘いとること」とした。 

 

さらに「プロレタリアートは、その政治的支配を利用して、ブルジョア

ジーから次第に全ての資本を奪い取り、全ての生産用具を国家、すなわ

ち支配階級として組織されたプロレタリアートの手に集中し、生産力の

総量をできるかぎり早く増大させる。」と書いた。 

 



レーニンは、この「国家、すなわち支配階級として組織されたプロレタ

リアート」をあらためて、「プロレタリア独裁」と呼んだ。 

 

「今までの国家は、とどのつまり、ブルジョア独裁であり、資本主義か

ら共産主義へ移行する過渡期には、本質的には、ただひとつ、プロレタ

リア独裁だろう。」これが、古い国家をソビエトに取り替えた国家であ

る。 

 

―プロレタリア「独裁」による「民主主義」の実現 

レーニンによれば、マルクスの言う「労働者革命で闘いとる民主主義」

を「プロレタリア独裁」によって実現する。 

 

市民革命以降、近代国家では、「議会制民主主義」が定着してきた。そ

れは、国家が「常備軍と警察」を充実させ、民衆を武装解除し国家に暴

力を集中させることと一体だった。 

 

その一方で、議会で「平和に議論して、国と国民の方向と政策を決め

る」。その際の民主主義のひとつの定義は、「均質な主体の自由な討議

で”真理”を明らかにすること、すなわち自由民主主義」 

 

それは、「もう王はいらない」という掛け声から、「誰も支配してはい

けない」という暗黙の「原則」により、「みんな均質だということを前

提にせざるを得ない」、という「合理化」だった。 

 

”自由民主主義”は、最低の投票率を生んだ今の日本の政権の名前。 

 

もう少し言えば、民主主義は「平和」を生む「思想」ではなく、「多数

決で決めれば平和も戦争もある」という「方法」であり、その方法を担

保する法体系などの「制度」のことである。 

 

―民衆の支配がデモクラシー 

 もともと、民主主義―デモクラシーの言葉は、ギリシャ語の「デモス

＝民衆」と「クラシー＝支配」すなわち“民衆の支配”。 

 

古代ギリシャ市民から見れば、民衆が武装し暴動を起こしたカオスの状

態で、「衆愚政治」として忌避すべきものだった。 



 

―民主主義と暴力 

 その民衆の武装、抵抗、暴力を封じ込めてきたものが近代国家。 

 

暴力が一番大きく生じうる階級と階級の対立を隠蔽するために、暴力の

国家への一元化を行った。 

 

資本家と労働者の対立の際には、国家が介入して諌める。 

 

「公正で自由な取引」として賃金を決め雇った労働者が工場でストライ

キし工場占拠をしたりすると、資本家は直接暴力をふるわず、必要なら

警察や軍隊を要請して排除する。 

 

一方、社会から暴力がなくなったのではない。 

 

まさに、第一次世界大戦から、20世紀が「総力戦の世紀」であったよ

うに、国家同士の暴力が史上最大になり、それは 21世紀になっても、

イラク戦争などずっと続いている。 

 

その総力戦の前提は、国民を軒並み動員できる「国民の均質化」で、民

主主義の前提と同じ。均質化した国民はファシズムに進む。 

 

 これに対して、パリコミューンは国民軍に依拠して常備軍を廃止し、

レーニンたちは、盛んに労働者の武装につとめた。 

 

―「街頭」と「議会」の中間、ソビエトは「民衆の支配」の機関 

1905年の革命以来、ロシアの大衆は「ソビエト」を創造した。工場で

のストライキ、農村での蜂起、兵士の反乱から、ソビエトは創られた。 

 

大衆の武装と闘いのなかから組織されたと言う意味で「街頭」とつなが

り、大衆が自ら「評議」する機関であるという意味で「議会」であるソ

ビエトは、「街頭」と「議会」の中間の絶妙な位置を占める。 

 

レーニンは、この、大衆が創造した絶妙な機関を通じて、プロレタリア

独裁、すなわち、「カオス」ではない民衆の支配を実現しようとした。 

 



 

「国家と革命」のための「国家論ノート」 

 

 
鬘と髭を剃って変装姿のレーニン 



（７）ボルシェビキの「迷い」と武装蜂起決定 

―勤労者は国家を動かせるか 

「最左派を含め民主主義者が、労働者・兵士・農民の権力奪取に反対す

る主な論拠は、勤労者には国家機構を動かす能力がないだろうというこ

と。ボルシェビキ内部の慎重派の懸念も同様のことだった」（トロツキ

ー）。 

 

7月以降、潜伏したレーニンは、「国家と革命」の整理を踏まえて、

度々、「武装蜂起し権力を奪取すべき」と言う手紙をペテルブルグにい

るボルシェビキ中央委員会に送ったが、彼らは迷っていた。 

 

「今、蜂起すると孤立するのではないか？ 大きな内乱が起こるのでは

ないか？ 労働者赤衛軍が 4万人いても、15万人の軍隊とは装備の点

でも勝てない。さらに権力をとったとして、国家を運営できるだろう

か？」 

 

9月 15日の中央委員会では、「レーニンの手紙」を扱いに困って、全員

一致で焼き捨てることにしたりする。 

 

―武装蜂起決定 

メンシェビキのスハーノフは、妻がボルシェビキ。なんと、彼のアパー

トを借りて、10月 10日、開かれた中央委員会に、業を煮やしたレーニ

ンは、鬘と髭なしの変装で参加する。 

 

スハーノフが気を使って外泊している間、夜を徹して行われた会議で、

レーニンは、「大衆は言葉と決議にうんざりしている」「大衆は我々の

100倍ラディカルだ」と論陣を張り、ついに武装蜂起決定を勝ち取る。 

 

この決議文自体は、議論の終盤に、レーニンがその場で、ちびた鉛筆で

子供用の方眼用紙に走り書きした。 

 

12人の参加者中、カーメネフとジノヴィエフ二人が反対し、１０：２

の決定だった。 

 



（８）国家の特殊な力―兵士の合流 

―軍事革命委員会発足 

同じ頃、ドイツ軍が首都ペテルブルグまで 400キロの地点まで迫り、メ

ンシェビキの方から、「首都防衛のために軍事委員会をつくろう」と提

案があった。 

 

ボルシェビキにとっては、武装蜂起のための本部として「渡りに船」だ

った。審議に１週間かかったが、10月 16日には、ペテルブルグソビエ

トで「軍事革命委員会」の設置が承認された。 

 

―守備隊協議会が軍事革命委員会支持決定 

21日、ペテルブルグの 15万人の守備隊の代表が集まった協議会で、軍

事革命委員会への支持が決定された。 

 

ケレンスキー執政府は、迫り来るドイツ軍に対して、疲れきった前線兵

士に代えて、余裕のある首都守備隊を送ろうと画策していた。その一方

で、政府自体は、モスクワへの避難を検討していた。 

 

これに対して、「前線に移動させられ戦争を続けるのはイヤダ！」さら

に、農民が多い兵士たちは「死んでしまうなら自由や土地が何になる」 

 

―国家の「特殊な」力の解消 

レーニンが「国家と革命」で、常備軍を「国家の特殊な力」と呼んだ意

味は、今の国家がブルジョア独裁であるのに、ブルジョア自身は暴力を

用いずに、国家に暴力行使を代理させている。 

 

その暴力行使を行う当事者、兵士、警察官一人ひとりは、抑圧すべきプ

ロレタリアであり、農民だという、ねじれた関係であることだった。 

 

2月革命よりも画然と組織的な兵士の合流は、労働者、農民の革命の動

きを前にして、バネが戻るように、このねじれが戻った、「特殊性」が

解消した瞬間だった。 

 

階級対立から発生し、階級対立を隠蔽する国家を維持する「特殊な装

置」が解体した瞬間だった。 



２． 革命 

―ソビエトは、大衆の武装と行動で組織されたという意味で「街頭」と

つながり、大衆が自ら評議すると言う意味での「議会」。この「街頭」

と「議会」の中間という絶妙な特徴を持つソビエトを通じて統治すると

いう、「民衆の支配」が出発した瞬間。 

その瞬間には「暴力」が沈黙した。 

 

（１）10月 25日―暴力の「沈黙」 

―前夜 

24日の夜遅く、レーニンは鬘と髭なしの変装のまま、ペテルブルグソビ

エトと軍事革命本部がある、上流階級の令嬢の養成学校であったスモー

リヌイ宮殿に現れる。 

 

武装蜂起方針決定後も、レーニンは、「25日から開かれるソビエト大会

まで、蜂起を待ってはならない」と盛んに言っていたが、21日の兵士の

合流を含め、トロツキーたちで準備は終わっていた。 

 

トロツキーは、「政府がしかけてくれば蜂起もある」とソビエトでの質

問などに煙幕を張りながら、実際には、24日朝、ケレンスキー執政府

が、軍事革命委員会の逮捕とボルシェビキ機関紙の発行禁止を決定した

ことが引き金となった。 

 

25日に日付が変わり、トロツキーは、ソビエトの中央執行委員会と大会

のために集まってきていた代議員との会議で蜂起を宣言。 

 

深夜 2時ころからが主要な行動となった。順々に、労働者部隊が、駅、

発電所、軍の倉庫、食糧倉庫、水道施設、電話局、国立銀行、大印刷所

を占拠し、電信局、郵便局の防御を固めた。 

 

粛々と各施設の守備隊が合流し、貴族の令嬢が交換手の多数を占める電

話局では、「私達は革命に反対だ」「いやいや君達の給料は今の給料の倍

であるべきであり、すぐそうなる」という議論はあったが、戦闘はなか

った。 

 



―25日 

冬宮では、ケレンスキーが、配下の将軍から「臨時政府は敵国の首都に

いるようだ」と言うあきらめた報告を受けるにいたり、執政府が動かせ

る武力が、士官候補生たちくらいしかないことがわかり、アメリカ大使

館の車を盾にして、郊外に逃亡した。 

 

朝 10時には、臨時政府の正式な降伏もまだで、先走りではあったが、

「ロシアの市民へ！臨時政府は打倒された。国家権力は軍事革命委員会

の手に移った。」との宣言が出された。 

 

士官学校生が立てこもる冬宮を労働者部隊と守備隊が包囲。冬宮の裏を

流れるネヴァ河に停泊する戦艦「アヴローラ」からの空砲が断続的に発

射され、実弾も数度撃たれたが、宮殿の壁を少し崩しただけだった。 

 

夜にはいり、包囲した部隊が宮殿に入り、士官学校生は、ほぼ無抵抗で

降伏した。 

 

「蜂起はどこにもない」、「我々は一人の犠牲者も知らない」街頭から報

告された。革命の瞬間に暴力は沈黙した。夕凪のように。 

 

 

 
ネヴァ河から「祝祭」のように空砲を撃った戦艦「アヴローラ」 

 

 



（２）大衆の「政治」が革命を実現した 

―大衆の「ソビエト議会主義」 

トロツキーは言う。 

「大衆は、1917年 2月以来、8ヶ月にわたって、緊張した政治生活を生

きてきた。大衆は事件をつくりだしたばかりでなく、事件の関連を理解

することを学び、批判的にその結果を評価した。“ソビエト議会主義”

が、大衆の政治生活の日常のメカニズムになった。」 

 

イギリステレビ局 BBCが報道したあるフランス人の記録。 

「通りのあちこちに人々の輪ができていた。誰かが議論をはじめると、

人々は足を止めてそれに聞き入る。様々な政治の意見は、そういう形で

人々の間に伝播していた。時々、不穏な空気にもなるが、それも含め

て、いまや自然な風景だ。」 

 

「所有権が巨大な力となるのは、法や国家と名付けられる強制システム

によって承認を得ている間だけ。しかし、旧法の全体に大衆が疑問符を

つけた。」トロツキー 

 

アメリカのジャーナリスト、ジョン・リードは、そのベストセラー「世

界を揺るがした十日間」で言う。 

 

「戦線では、兵士たちが士官達との戦いを交え、自らの委員会を介して

自治を学んだ。工場では、あのロシア独特の組織、工場委員会が、旧秩

序との闘争によって、経験と事故の歴史的使命の自覚とを得た。 

ロシア中が読むことを習いつつあった。」 

 

「そして、政治・経済・歴史などを読んでいた。なぜなら、民衆は知る

ことを欲していたからだ。長い間、阻止されていた教育に対する渇望

は、革命とともに狂気のような爆発的表現を示した。」 

 

「スモーリヌイ学院からだけでも、最初の六ヶ月間に、何トン、何車、

何貨車、という文書が毎日出て行って国土に浸み込んだ。熱砂が水を吸

うように、ロシアは読み物を吸収して、飽くところがなかった。」 

 

 



 

―ブルジョアの逃亡、新中間層の反対 

「所有権」が宙に浮いたので、ブルジョアは続々と逃亡した。一方、新

中間層は「自由」を問題にして、革命に反対した。 

 

ジョン・リードは 10月 27日のペテルブルグ街頭の様子をレポートして

いる。 

 

「街頭にたっていたボルシェビキの兵士 2人を数百人の群集が取り囲ん

で罵声を浴びせている。事務員、弁護士、学生、婦人。」 

 

「学生が、“君らはわかっているのか？ ボルシェビキは、皇帝を追い

出して勝ち取った自由を壊すんだぞ。”と言う。兵士は、“難しいことは

よくわからないが、戦争はないし、土地はくれると言うし、レーニンは

いいと思うんだ”とボソボソと答える」 

 

 

（３）ソビエト大会―講和と土地と労働者の統制 

―空砲のなかの大会 

「全ロシア第二回労働者兵士農民代表ソビエト大会」の開会予定時刻

は、空砲の音が聞こえる中、どんどん遅れて、結局、25日午後 10時 40

分から始まった。 

 

6月の第一回ソビエト大会で、メンシェビキ、社会革命党などの協調主

義者は、代議員総数 832人のうち 600人という多数を擁していたが、今

回は、全体の四分の一以下だった。 

 

今回、総議員数 900のうち、メンシェビキは 80人未満で半数が「左

派」。160人の社会革命党のうち、「左派」が五分の三を占め、「右派」は

大会の過程で退場も含め、「消え続けた」。ボルシェビキは、開会時点で

390人だった。 

 

代議員のアンケートでは、505のソビエトが「全権力のソビエトへの移

行」に賛成し、86のソビエトが「協調主義者」の権力と言っていた。 



―ただちに講和と土地と労働者の統制 

翌 26日未明、臨時政府が降伏するなか、大会では、準備はしていたも

のの、レーニンが大会会場の檀上脇や控室で、大会進行中に書き上げた

「講和に関する布告」と「土地についての布告」を決議した。 

 

いずれも会場代議員たちが待ち望んでいたものだった。 

 

「講和の布告」は言う。 

「いまや我々は社会主義建設にとりからる。そのためには、まず、戦争

を終わらせなければならない。そのために、労働者・兵士・農民代表ソ

ビエトは、交戦中のすべての国の国民と政府に、無併合・無賠償・人民

自決権を条件として、3か月以内の講和交渉の開始を提案する。特に諸

国の労働者諸君に提案する。」 

 

「無併合・無賠償・人民自決権」の 3条件は歴史上始めての講和条件。 

しかし、植民地獲得が限界に達して、お互いの領土の再分割をめぐって

戦われている帝国主義戦争、いわば「空間」をめぐる戦争に対して、革

命は、労働者、兵士、農民の新しい歴史、「新しい時間」を創るために

行われた。 

だから、領土を求めず、領土のない「人民」に自決権を求めた。 

 

レーニンたちも、帝国主義政府が、簡単に交渉に応じてくるわけはない

とも考えていた。だから、ロシアよりも先に革命運動、労働運動を闘っ

てきた長い歴史を持つ、諸国労働者に特に語りかけている。それら諸国

で「戦争を内乱」に転じる行動に立ち上がることを期待して。 

 

「土地の布告」は、「地主の土地所有は買い戻し金なしで、即時廃止す

る。農民の受け取る土地は地方ごとに郷の委員会で決定する。」と、農

民が、この 8か月間、鼻先にぶら下げられたまま、待ち望んでいたこと

を簡潔に言い切った。 

 

実際の土地の配分も、この 8カ月間何もしなかった国家レベルでも、県

や郡レベルでもなく、農民蜂起の実行機関でもあった郷の土地委員会の

差配に任せるとした。 

 

会場の疲れ切った兵士と農民から、涙を拭きながら歓声があがった。 



 

さらに、労働者による生産の統制については、「国防と生活必需品を生

産する企業においては、すべての企業で、労働者、労働組合、工場委員

会が生産、保管、売買の統制を行う」また、「労働組合が、全国的な生

産の統制について国家機能を担う」ことが議論された。 

 

そして、大会で新たに中央執行委員会が選出され、設置することが決め

られた、レーニンを首班とする「人民委員会議」から、「労働者統制

令」として発布された。 

 

この労働者統制は、レーニンが 4月テーゼでも言っていたことだが、

「社会主義建設にとりかかる。今はその入口」と言っているように、ま

だ、資本家の「所有権」には触れず、「管理」を言っているだけだ。 

 

しかし、「民衆の支配」の道筋を切り裂いていくために、プロレタリア

革命の基本的な動力となった労働者、労働組合、工場委員会が、その先

兵を担うということであった。 

 

会場の労働者から熱狂的な拍手と歓声が起こり、兵士、農民が労働者に

歩み寄って肩を抱き合った。 

 

―ケレンスキーの内乱終了 

27日には、郊外に逃亡したケレンスキーが、騎兵軍団を率いるクラスノ

ーフ将軍と共に、ペテルブルグに進撃したが、翌 28日には、クラスノ

ーフ将軍が降伏。 

 

ケレンスキーは再度逃亡し、別の軍団の組織し攻撃を試みるが、いずれ

も軍団の士気はあがらず、ケレンスキーはアメリカに亡命し、内乱は 11

月はじめには終了する。 

 

 

 

 

 

 

 



３． たちあがった革命の動力の行方 

―この動力で、共産主義社会への「過渡期」として、プロレタリア独裁

の国家をつくる。この特殊な「国家」、すなわち「民衆の支配」によ

り、階級が消滅し、国家が消滅する。この「力」、「支配」も消滅する。 

 

レーニンは、「国家と革命」に続いて、10月革命直前に書いた「ボルシ

ェビキは権力を維持できるか」と言う論文で言っている。 

 

「ただちに、下からの大衆自身の創意により、国家生活全体の大衆の積

極的な参加により、上からの監督をぬきにし、官吏をぬきにし、民主主

義を打ち立てなければならない」 

 

蒸気を噴出した大衆、巨大な革命の動力こそが、国家を自ら統治する意

識を持った「民衆」となって、自ら創りだしたソビエトを通じて、民衆

の支配、デモクラシー、民主主義を創り上げる力だった。 

 

 

（１）「汚らしい平和」でも戦争やめる 

―ブレスト・リトフスク条約 

1917年 10月「講和の布告」からただちに、とりあえず、対峙していた

ドイツと休戦し、講和交渉に入った。兵士は歓声をあげ、ドイツ兵たち

と交流した。 

 

レーニンたちの想定どおり、連合国などが、講和に向けて動きを見せな

い中で、ドイツ政府は、ウクライナ割譲など、屈辱的な講和条件を突き

つけてきた。 

 

外務人民委員として交渉にあたったトロツキーは、何とか有利な条件に

持っていくために、交渉を長引かせた。「このまま講和を締結するよ

り、"戦争でも平和でもない状態“を続ける方がいい」 

 

国内では、屈辱的な条件で講和するより、ヨーロッパでの革命を支援す

る意味で、「革命戦争継続」を主張する意見も強まった。 

 



しかし、レーニンは、「たしかに汚らしい平和だ。“革命戦争を“と言う

が、ドイツは革命を妊娠しているだけ。ロシアでは赤ん坊が生まれた。

これを殺すわけには行かない」として、講和締結を主張し続けた。 

 

1918 年 3 月にいたり、ドイツとの単独講和が、ブレスト・リトフスク

で調印される。しかし、10 月革命後、唯一、ボルシェビキと連立してい

た社会革命党左派は、講和条約に反対、ボリシェヴィキとの連立政府か

ら脱退した。 

 

―社会革命党の反乱 

さらに、7月、社会革命党は、戦争再開を狙って、ドイツの駐ロシア大

使を暗殺。これを必死に鎮圧し、人民委員会議は、ボリシェヴィキ単独

政権となる。 

 

また、この動きに加えて、反革命の動きが活発化していたため、「皇帝

を再び担ぎ出すことを防ぐ」ため、1917 年 2 月以来、ペテルブルグ市

内の普通のアパートに暮らしていた、元皇帝ニコライとその家族を銃殺

する。 

 

 

 

 

 



（２）反革命との戦い、農民との闘争 

―反革命との闘い 

1918年 5月、連合国軍として休戦後もロシアに残留していたチェコ軍の

反乱を契機に、反革命の動きが活発化した。 

 

社会革命党は、サマーラで独自政府を樹立し、旧軍将校の率いる軍勢

は、国内 4箇所で、「ソビエト政府打倒」を掲げて旗揚げし、ソビエト

政府を四方から包囲する。また、アメリカと日本はシベリアに出兵し、

近隣の反革命軍を支援する。 

 

これに対して、ソビエト政府は、1918年 1月に、従来の赤衛軍を赤軍 

として、労働者に加えて旧軍兵士で、30万人まで組織。連合国も度々干

渉したが、第一次大戦での消耗で深追いはできず、結局、ソビエト政府

は、1920年までかかって、勝利する。 

 

―農民との闘争 

同じ 5月には、食糧恐慌が発生。反革命と戦う赤軍の食糧や都市住民の

食糧不足が深刻になった。 

 

食糧の不足は、第一次大戦勃発から深刻になっていた輸送の混乱に、飢

饉が追い討ちをかけた。一方で、農村では、革命前から土地を買い集め

ていた富農が余剰食糧を隠匿した。 

 

また、革命後に土地を分けられた農民全般も、「俺の土地と俺の作物

だ」と「守り」に入っていた。 

 

ソビエト政府は、「国家機能をまかす」とした労働組合に、赤軍への兵

士供給の任務に加えて、農村からの食糧徴発隊の組織を要請した。武装

した労働者部隊が農村に向かい、特に富農との闘争が続き、死傷者も多

数出た。 

 

反共産主義の陣営の調べだが、この間、餓死者が 300万人、という情報

がある。 

 

 



（３）ドイツ革命 

―11月革命 

1918年 11月 3日、ドイツのキール軍港で水兵が反乱を起こす。 

翌日には、ロシアのソビエトを模した労働者兵士レーテ(評議会)が結成

される。8日から 10日までに間に、ほとんどすべての主要都市で、レー

テが結成される。9日には、ウイルヘルム２世が亡命。 

 

レーニンたちと近かったリープクネヒトたちは、協調主義の社会民主党

と袂を分かって「スパルタクス団」を結成していたが、この一連の動き

を指導しきれたわけではなかった。 

 

しかし、労働者、兵士の動きを前にして、9日、首都ベルリンの国会議

事堂の窓から、集まった群集に向かって、労働者・兵士によるレーテ執

行評議会として、「社会主義政府の樹立」を宣言しようとしていた。 

 

しかし、社会民主党のエーベルトとともにそれを聞きつけたシャイデマ

ンは、リープクネヒトたちが実行するより数十分前に、同じ議事堂の反

対側の窓から身を乗り出して、「民主主義共和政樹立」の宣言をしてし

まう。 

 

こうして、ロシア 2月革命の時と同様に、社会民主党など協調主義の人

民評議会と労働者・兵士によるレーテ執行評議会樹立の「二重権力」が

成立する。 

 

11日になって第一次大戦は終結。15日には、協調主義政府のもとで、

労働組合連合会代表のレギーンが、労使協調路線を確認する経営者団体

と「中央労働共同体」協定を結ぶ。 

 

―1月蜂起 

労働者たちは、この結末に納まらなかった。1919年 1月、「スパルタク

ス団」は蜂起する。 

 

協調主義政府の組織した義勇軍が弾圧に乗り出し、スパルタクス団との

戦闘を繰り広げた末に、幹部のリープクネヒト、ローザ・ルクセンブル

グは惨殺され、蜂起は終結する。 



―ワイマール共和国、ファシズムへ 

その後、1月 19日国民議会選挙が実施され、社会民主党が第 1党を獲得

した上で、ワイマール共和国が成立する。レーテは解散される。 

 

世界一、自由で民主的な憲法を擁すると言われたワイマール共和国であ

るが、第一次大戦後の帝国主義国の体制のなかで、革命を起こし、レー

テを結成した労働者、兵士、農民が成し遂げたかったことが、くすぶっ

たまま、ナチス、ファシズムの登場を許していくことになる。 

 

 

（４）革命 1年後 

―「労組の国家化」政策の停止 

経済崩壊、反革命との内戦、食糧危機が続く中で、労働組合は、企業の

生産統制、赤軍、食糧の徴発、と全面的に国家の機能を担う仕事、「労

組の国家化政策」に意欲旺盛に取り組んだ。 

 

しかし、当時の労働者の「政治的・文化的水準の問題」もあり、経済統

制の無秩序や無責任と言う混乱を起こした。ブルジョアの専門家や官吏

を登用せざるを得ない状況にもなった。 

 

革命から 1年、1919年 1月第二回労組全ロシア代表大会では、「労組の

国家化政策」を停止することになった。 

 

しかし、レーニンは、その報告で、「この困難な状況のなかで、労組が

国家機能を担い果たした成果はすごい。全面的な労組の国家化は一旦停

止するが、それは、今までと全然変わらず、将来の目標である」 

 

そして、「闘うべき大資本家がいないのだから、労組はいらない」とい

う声を一蹴し、「労組は一部、国家機能を担い続ける。それを通じて、

広範な大衆が統治へ参加するための教育機関である。」 

 

さらに、「労組は、また、当面、ブルジョアの専門家を登用することな

どで、すでに生じている官僚主義から労働者を守るために闘う機関であ

る。」 

 



つまり、「下からの大衆自身の創意により、国家生活全体の大衆の積極

的な参加により、上からの監督をぬきにし、官吏をぬきにした民主主

義」のために、労組を「共産主義の学校」とした。 

 

―「ブルジョア化」との闘い 

1918年 11月の臨時全ロシア大会での「革命 1周年についての演説」で

レーニンは言う。 

 

「我々は、昨年 10月には、農民の古い、幾百年来の敵である農奴的地

主、巨大土地所有者を直ちに一掃するだけにとどめた。これは全農民の

闘争だった。」 

「我々は、どんな場合にも、大衆の発展に先走ってはならず、大衆自身

の経験から、闘争から、成長してくるのを待たなければならない。」 

 

「食糧難がおこり、飢えが起こったとき、穀物の投機によって前代未聞

の富を儲けていた富農に反撃を加えた。その 7月には、農村のいたると

ころで、農業労働者が都市労働者とともに立ち上がった。」 

 

しかし、農民の動きは、早くはなく、また、都市の新中間層も含めて、

「ブルジョア」の秩序に戻ろうとする動きに、レーニンは 1920年にな

って、あらためて書く。 

 

「大ブルジョアには打ち勝ったが、農民や小生産者などを、排除するこ

とはできない。彼らとは、ほんとに、仲良くしながら、時間をかけて、

説得し、“ブルジョア化”と闘っていく必要がある。」 

 

 

（５）憲法制定議会とソビエト憲法 

―憲法制定議会選挙と解散 

2月革命から 8ヵ月後に日程を設定し、何もしない言い訳として、ケレ

ンスキー、社会革命党、カデット（保守党）が入り乱れて、「憲法制定

議会ですべてを決める」と言ってきていた。 

 

10月革命直後の 11月には、ボルシェビキも「公約」していた、その

「憲法制定議会選挙」が行われた。 



結果は、投票総数 3千 6百万票のうち、社会革命党 2千万票、ボルシェ

ビキ 9百万票、カデット 186万票、メンシェビキ 67万票、だった。 

 

レーニンは、この結果の「重味」も踏まえて、「布告」や「テーゼ」な

ど何種類もの「憲法制定議会」についての見解を必死に大衆に示す。 

 

「社会革命党は、2千万票を獲得したが、この選挙の名簿は、10月革命

のだいぶ前に作成されている。一方、社会革命党の約半数は、10月革命

で、社会革命党左派として、我々ボルシェビキと連立している。」 

 

「だから、有権者は、それを選び分けることができていない。それも踏

まえて、この選挙結果から、労働者・農民・兵士が闘いとったソビエト

政府を拒否することはできない。我々は、憲法制定議会を開催して、こ

のソビエト政府の精神をまとめた“勤労被搾取人民の権利の宣言”を議

論していく」 

 

 

しかし、1月に開催した憲法制定議会では、協調主義者、保守主義者が

結束して、この「宣言」の審議を拒否し、延々と対案なるものの議論を

続けた。 

 

レーニンは「彼らは、議場外でも、ソビエト政府打倒を公然と叫び運動

しており、議場内での議論は、打倒のためだけである」として、最後

は、議場警備兵と議論し、警備兵が、「俺達は疲れた。もう、みんな出

ていってくれ」と議員たちに通告し退去させ、議会は解散にいたる。 

 

1年後に、レーニンは、その後の経緯を総括して言う。 

「その後、我々は、プロレタリアだけでなく、社会革命党の支持層でも

あった非プロレタリア的勤労大衆の多数者を味方につけることができ

た。」 

 

「それは、ソビエトを通じてだった。ソビエトには、ありとあらゆる搾

取者を排除して、勤労大衆が加入を許された。また、革命後、数時間の

うちに"土地の布告“を発し、農民の多数者の最も切実な要求を実現し

た。」 

 



―ソビエト憲法 

この過程で、1918年 7月、第五回全ロシア・ソビエト大会が開かれ、ロ

シア・ソビエト憲法が定められた。 

 

この憲法で、世界ではじめて、8時間労働制を定め、女性に参政権を与

えた。 

 

一方で、搾取者―利潤を目的として賃労働者を雇う者には選挙権はない

と規定した。 

 

「ブルジョアに選挙権を与えない」ことをめぐって、ドイツ社会民主党

の重鎮カウツキーの批判に対して、レーニンは答える。 

 

「ブルジョアから選挙権を取り上げることは、プロレタリア独裁にとっ

て、必須の標識ではない。10月革命前に前もって言っていた訳ではな

い。闘争の過程で自然に現れたのである。カウツキーはこのことに気づ

いていない。」 

「まだ、協調主義者がソビエトを支配していた時に、ブルジョアが自分

でソビエトから離れ、ボイコットし、対立し、陰謀をたくらんだことを

理解すべきだ。」 

 

「ソビエトは、どんな憲法も持たずに生まれ、2月革命から 1年以上も

どんな憲法も持たずに存続した。そんな組織に対して、7月のコルニー

ロフの乱に正式に参加したことをダメ押しとして、ブルジョアが闘争を

続けたことが、ソビエトからの正式な排除を準備した。」 

 

 

全ロシア・ソビエト大会のボルシェビキの比率の推移（レーニン調べ） 

 日付 代議員数 ﾎﾞﾙｼｪﾋﾞｷ 比率 

第一回 1917年 6月 3日 790 103 13％ 

第二回 1917年 10月 25日 675 343 51％ 

第三回 1918年 1月 10日 710 434 61％ 

第四回 1918年 3月 14日 1232 795 64％ 

第五回 1918年 7月 4日 1164 773 66％ 

 



（６）ロシア・アヴァンギャルドの開花 

第二回「1905年の革命」の最後で、レーニンの革命を「歴史」の終結と

新しい歴史の開始として、熱狂的に受け止めたマレーヴィッチの絵画を

紹介した。 

 

彼を先駆者とする、絵画や絵本、各種ポスター、服飾や陶器のデザイン

など広い範囲の芸術運動、ロシア・アヴァンギャルドが、10月革命で一

気に花開いた。 

 

最近、出版された「ロシア・アヴァンギャルドのデザインー未来を夢見

るアート：2015年 4月」のなかで、編者海野弘は言う。 

 

「ロシア革命は、芸術にとっては極めて不利な状況だった。食糧も家も

不足し、人々は飢え、寒さに凍えていた。絵具もキャンバスも不足し、

内乱は続き、落ち着いて制作する時間もなかった。アーティストは、あ

りあわせの、極めて貧しい材料で、急いでつくらねばならなかった。」 

 

「しかし、極めて劣悪な環境のなかで短期間につくられたことが、ロシ

ア・アヴァンギャルドの大胆で新しい、今なお色あせない魅力をつくり

だしている。」 

 

「伝統的な、ゆっくりと手間ひまかけた、ぜいたくな芸術作品をつくる

余裕も時間も許されていなかった。それだからこそ、古いやり方、アカ

デミズムから自由な表現をつくり出すことができた。」 

 

 

「革命期であるため、安価に、スピーディーに大量の作品をつくらねば

ならなかった。一部のエリートのためでなく、大衆のだれにも手に入れ

ることができる、まただれにでもすぐにわかり、メッセージが伝わりや

すいものでなくてはならなかった。」 

 

「今なお魅力的なのは、その形と色が、世界を新しく読み直すための形

態言語として私たちに語りかけてくるからなのだろう。」 

 

新しい歴史を「読みたかった」大衆の蒸気が、その「言語」を創った。 



 

国立出版社の広告ポスター「あらゆる知についての本」 

アレクサンドル・ロトチェンコ 1924年 

女性が「本よ！」と叫んでいる 

 

バレエ「火の鳥」の背景の幕のデザイン：ナターリア・ゴンチャローワ 1926年 



（７）スターリンは「巨大な革命の動力」を恐れた 

レーニンの死後、スターリンは、ヨーロッパでの革命を信じず、「ロシ

ア一国で社会主義ができる」とし、国内では、自分に権限を集中し、

「プロレタリア独裁」ではなく、ほとんど個人としての独裁のもとで

「官僚支配」を行っていった。 

 

それは、レーニンが追求した「革命の動力、大衆の蒸気」、「その巨大な

大衆の動力で"民衆の支配を実現する」という流れからすると、スター

リンが、この「たちあがった巨大な動力」を恐れ、扱いきれず、蓋をし

たという姿。 

「民衆の支配」の尖兵としての労働組合も押さえつけ、ロシア・アヴァ

ンギャルドも窒息した。 

 

 

４． まとめに代えてー100年前のロシア革命と今の日本 

（１）「プロレタリア独裁⇒民衆の支配：デモクラシー」と 

「自由民主主義」の日本 

 

 レーニンが、「たちあがった巨大な革命の動力、大衆の蒸気」で「デモクラ

シー」の語源である「民衆の支配」を実現しようとしたと見てきた。それに対

して、今の日本はどうか。 

 

 レーニンたちがはじめた「プロジェクト」は、「3日持つかどうか」と言われ

ながら、曲りなりにも「ソ連」として 70年間存在した後崩壊した。 

 

その後、日本に生じてきた政治的現象は、まず、最悪の低投票率。「二人に一

人も投票に行かない事態」。言い換えれば、「政治的想像力の恐るべき貧困

化」。 

 

「ソ連」の存在を意識して、他の数少ない「先進資本主義国」とともに、日本

は、「福祉国家」「国民の総中流化」を実現したように見えたが、ソ連崩壊後、

その「中流」の基盤は完全に崩壊している。 



 

そして、近代資本主義国家が目指してきた「自由と民主主義」を、世界で唯

一、そのまま「党名」とする政権が、2割しか支持を得ていないのに、議会で

2/3の議席を得て、「戦争をする議決」をするのは、前にも見たが、「民主主義

は思想ではなく、多数決の方法でしかない」ことを示している。 

 

たしかに、レーニンの時代と比べると、工場の労働者に対する「新中間層」が

圧倒的に増えている。また、年金制度も確立していなかったロシアに比べて、

「年金生活者」の存在感がとても大きい。 

 

しかし、「中流の基盤」が崩壊し、「新中間層」は労働者である。そして、「年

金生活者」の多数が、働かざるを得ない老齢労働者である。 

 

それら労働者を含めた「街頭と議会の中間」による「民衆の支配」が必要であ

る。 

 

 

（２）輸入 8割で、世界の農民と非正規労働者に依存する日本 

 

ロシア革命は、「2割の労働者の蜂起と 8割の農民の農民戦争」としたが、今の

日本に農民はいないか。 

 

「５％の農業を守るために 95％が犠牲になってはいけない」と TPP交渉にあた

って当局者が言った農民が、必死に「我々の土と土でできたもの」を守ってく

れている。 

 

それに加えて、我々は、世界一の食糧輸入国として、世界の低賃金・長時間労

働で働く農民に依存している。製品輸入も 8割を占め、世界の非正規労働者に

依存している。ユニクロの製品は、バンクラデシュの時給 10円の女性縫製工

が縫い、スマホの希少な鉱物は、コンゴの子どもたちが拾い、中国のこどもた

ちが、廃品の部品回収をしている。 

 

いいかえると、世界のすみずみまで資本主義が浸透した結果、レーニンの時代

とも比べようもなく、「資本主義が利潤を得る空間、外部」が消滅し、どこま

でも低賃金の農民、非正規労働者を追いかけてやっと成り立つ状況である。 



（３）今、8時間労働制を壊し、非正規 9割を狙う日本 

 

日本の国内では、ロシア革命でやっと勝ち取った「8時間労働制」を 100年を

経て、「残業代ゼロ法」で「労働時間に応じた賃金」の原則を壊そうとしてい

る。 

 

これに加えて、「準正社員制度」を推奨し、「派遣労働者法」を改悪して「一生

派遣労働者」を可能にして、「正社員」を 1割に、非正規社員を 9割にしよう

としている。 

 

正社員である「新中間層」が壊され、働かざるを得ない老人は、「一生派遣労

働」になる。 

 

これが、「世界で一番企業が動きやすい国」にするための「成長戦略」の目玉

である。「世界でもうける空間がなくなった」結果である、このむき出しの動

きは、レーニンたちを取り巻いた帝国主義国のさらに末期の姿である。 

 

 

（４）「原発と戦争と天皇制で儲けようとする」日本 

 

ロシア革命は、「直接には君主制を打倒」したのであり、今の日本は「民主主

義の国」ではないのか。 

 

しかし、今の政権が「戦争法」の前提にしている「自民党憲法草案」では、

「戦争できること」と「人々の権利を公益で制限すること」の仕上げとして、

「天皇を国家元首」にする。 

 

戦争をした昭和天皇は、1918年、元皇帝ニコライが家族とともに銃殺され、ド

イツ革命で皇帝ウイルヘルムが亡命したその年に皇太子として結婚した。 

 

最近、研究者が次々に明らかにしているように、第二次大戦末期に、側近の近

衛首相が「日本にとって最も恐ろしいのは共産主義」と書いたとおり、公式に

は労働組合も共産党も社会主義者も徹底的に押さえ込んでいたにも関わらず、

昭和天皇が「最も恐れていたのは共産主義革命」。 



 

 

実際、彼がポツダム宣言受諾を了承したのは、1945年 8月 6日の広島原爆の悲

惨な状況を聞いた時ではなく、ソ連が参戦したと聞いた時だった。そして、敗

戦後、マッカーサーを訪れて、「天皇制を維持するなら沖縄を自由にしてい

い」と言った。 

 

事実、敗戦後日本の労働運動の盛り上がりは、電力会社の労組、電産を先頭に

巨大なものだった。朝鮮戦争を前に、マッカーサーはそれを共産主義との戦い

のために天皇の体制の維持が必要と押さえ込む。 

 

電力会社を 9分割して労働組合を解体する。その後、「福祉国家」を実現する

ように見せながら、戦争と核に反対する陣営の中心でもある闘う労働組合を解

体し続け、国鉄分割民営化で 20万人の国鉄労働組合を解体した。 

 

今、復活した戦犯、戦前の体制の勢力の末裔が、「天皇国家元首」を言う。 

決して、時代錯誤の封建制を言っているわけではない。 

 

秘密保護法を施行して、すぐ取り掛かったのが、「武器輸出 3原則」の撤廃で

あるように、この末期の資本主義体制の維持・延命を賭けて、戦争を通じても

「儲けるための足掻き」である。 

それに「民」は黙って従え、と言う体制、「国」づくりである。 

 

今、レーニンが目をこらした時代が 

近づいている 

「黙って従う国」ではなく 

労働組合に集まり、評議会を創り 

「民衆の社会」を創ろう！ 

2011年 3月 11日から 

革命は始まっている  

ロシア・アヴァンギャルド 

絵本「サーカス」から 

 


