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♪プチ労のメニュー♪ 

♪2014 年 5 月 25 日：その５０「プチ労 50 回ーなんでマルクスと今か」 

 インドネシア肉味噌丼＆エスニックサラダ 50 回記念スペシャルケーキ 

♪2014 年 6 月 29 日：その５１「みんなで食おう」「共産党宣言」（第１回） 

 ハンガリーグーヤッシュ（ハンガリー農民の牛すね肉と野菜のトマトパプリカ煮込み） 

K さん差し入れ新鮮鯖の一夜干し塩焼きのケッカソース、I さんから届いた豪華山形佐藤錦 

♪2014 年 7 月 27 日：その５２「共産党宣言(第二回）」  

 スペインマドリード風コシード（豆と肉野菜の水と塩だけの煮込み イスラム豆料理からきた

家庭料理 ピーマン・パプリカ粉入りトマトソースをかける。普通、スープは別にパスタを入

れて飲むが、本日は、洗わない米を玉ねぎと軽く炒めてスープで炊いたライス付き） 

♪2014 年 8 月 31 日：その５３「共産党宣言(第３回）」 

 ゆひまるが好きなジャスミン米使用”シンガポールチキンライス” 

♪2014 年 9 月 28 日：その５４「共産党宣言」第 4 回” 

 秋鮭のあんかけと栗ご飯―クリかえしアキらめない闘いの秋 

♪2014 年 10 月 26 日：その５５「共産党宣言」第５回 

チャナ豆と三里塚冬瓜・大根のチキンカリー  

じゃがいものザブジ 2 種（なす・トマトとじゃがいも、じゃがいものペパーミント風味） 

♪2014 年 11 月 23 日：その５６「共産党宣言」第６回 

 たらのメウンタン（魚介の辛いスープ。三里塚唐辛子入り。本来、魚のアラの出汁だが、あさ

りと切り蟹、ダシダがないので鶏手羽煮込みの残り出汁） 

野菜ビビンバご飯（三里塚牛蒡と越後湯沢わらびの炒めナムルと人参・もやしの茹でナムルと

コチュジャン少しをのせる） 

―韓国労働運動家チョンテイルの命日（1970 年 11 月 13 日「我々は機械ではない」と労働基準

法の遵守を求めて焼身自殺した）に敬意を表してー 

♪2015 年 1 月 25 日：その５７「共産党宣言」第７回”革命” 

ハナコとヒデの台湾みやげ薬膳鍋「焼酒鶏（ショーチューケイ）」 

三里塚さつまいもの中華煮と三里塚人参の中華風炊き込みご飯 

♪2015 年 2 月 28 日：その５８「共産党宣言」最終回 

春のパエリア（うど、新牛蒡、菜花、タラの芽、こごみ入り）とトルティーリア 

 

http://tamitoya.web.fc2.com/diary-2014-5-5.html#petitrou50
http://tamitoya.web.fc2.com/diary-2014-6-3.html#petitrou51
http://tamitoya.web.fc2.com/diary-2014-7-4.html#petitrou52
http://tamitoya.web.fc2.com/diary-2014-8-5.html#petitrou53
http://cookpad.com/recipe/246107
http://tamitoya.web.fc2.com/diary-2014-9-4.html#petitrou54
http://tamitoya.web.fc2.com/diary-2014-10-4.html#petitrou55
http://tamitoya.web.fc2.com/diary-2015-1-4.html#petitrou57
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はじめに 

 

 この冊子は、「反原発☆反失業リサイクルショップたみとや」の奥で、

毎月やっている食事つき勉強会「プチ労働者学校(プチ労)」で、2014 年

5 月から 2015 年 2 月まで、カール・マルクス「共産党宣言」をみんなで

交代にレポーターをしながら読んだ記録です。 

（ページ左側：共産党宣言訳文、右側：レポーターコメント＆資料等） 

 

 各章の小見出しは、レポーターのまとめや討論を通じて、プチ労として

あらたに付けたものです（第 3 章は歴史的な内容なので省略）。 

 

 テキストには、1 冊 500 円と一番安いので、岩波文庫「共産党宣言」

（大内兵衛・向坂逸郎訳）を使いましたが、この冊子では、1888 年英語

版（サミュエル・ムーア訳、フリードリッヒ・エンゲルス監修）にもと

づく永江良一さん(翻訳家)の訳文を載せています（注）。 

また、りんたろう SHOBO による永江訳のいくつかの修正について

は、英語版をあらためて参照した注釈をつけています。 

 

 

（注）「共産党宣言」永江良一訳 2002 年 http://page.freett.com/rionag/marx/mcp.html  

1888 年エンゲルス監修英語版は

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/ 

 

http://page.freett.com/rionag/marx/mcp.html
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/


6 

 

2014 年 5 月 25 日：その５０（by TSUYOSHI） 

なんで今マルクスか 

僕の場合「食えるか食えないか」 

 

 

• いい働きをする手が見える 

• クソな労働に疲れ切った手が見える 

• 商品のなかでふたつの手がせめぎあっている 

大学の時、生協食堂で、マルクスを既に読ん

でいた空手部の友人が言った。 

「マルクスの言うのは、このアルミの皿のな

かに、労働者の手が見えるかっていうこと

だ」 

http://tamitoya.web.fc2.com/diary-2014-5-5.html#petitrou50
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＜今はどうか＞ 

2 割足らずの票しか得ていない安倍のやっていること 

 

 

＜安倍政権のメッセージ＞ 

• 戦争して企業だけがもうかる強い国にする 

• みんなは食わせられない 

• だからみんなは黙って働いて戦争行って死ね 
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でも、どうみんなで食うか、お互い話してない 
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一方で、「命を食う」原発を止めている 

 

 

＜だから今＞ 

せめぎあいー支配の危機・崩壊 

食わせられない資本主義 

続く超低金利 

資本主義のはじまりより低い金利 

金利は資本の儲け率と同じ 

儲からないから「残業ゼロ法案」 

100 年前に労働者が勝ち取った 8 時間労働制を壊す 
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＜崖っぷちの安倍をぶっとばそう！＞ 

 

どうとめるか？ 

１．知らせて仲間を増やし包囲する 

２．なんで食えないか、どうみんなで食うか共有する 

一人じゃ生きられないから 

だから、あらためて 

“みんなで食おう”と言った「共産党宣言」と今 

 

 

 

 
インドネシア肉味噌丼＆エスニックサラダ 
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共産党宣言 

 

ヨーロッパには妖怪（注１）が出ます。共産主義という妖怪が。 

古きヨーロッパのすべての権力が、この妖怪を祓うため、神聖な同盟に加わっています。教皇とツァー、メ

ッテルニヒとギゾー、フランスの急進派とドイツの密偵。  

権力の座にある対抗派から共産主義だと罵られなかった政府反対党がどこにあるでしょうか。 

自分たちより進歩的な反対党にも、反動的な敵対者にも、共産主義という烙印を押すような非難を投げ返

さなかったような反対党がどこにあるでしょうか。  

この事実から二つのことが帰結します。 

1．共産主義はヨーロッパのすべての権力からすでに一つの力だと認められているということ 

2．共産主義者が公然と、全世界の面前に、その見解、その目的、その性向を公表し、共産主義の妖怪話

に党自身の宣言で対抗するのに最適な時期だということ 

この目的のために、さまざまな国籍の共産主義者がロンドンに集い、次の宣言を起草し、英語、フランス

語、ドイツ語、フラマン語、デンマーク語で出版することにしたのです。  

 

 

（注１）「お化け」を「妖怪」に修正。「幽霊」という訳もあるが、英語訳は、Spector：未来の不安なもの―

Ghost ではない。ドイツ語原文でも伝承の怪物 Gespenst を使っていて幽霊の Geist ではない。「死んだものが

化けて出る幽霊やお化け」ではなく、「将来に不安をもたらすモノが、今、生きて蠢いている。」という意味で

「妖怪」。 
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☆共産党宣言っていつ書かれたか☆ 

 

 「共産党宣言」は 1848 年 2 月にロンドンで出版。 

その直前、パリでは選挙法改正が拒否され人々が立ち上がり、国王ルイ・フイリ

ップを追放し、フランス 2 月革命が始まった。3 月にはウイーンで民衆が蜂起し、

ベルリンでも蜂起がおこり、ハンガリー、イタリア、ボヘミアにも広がった。 

これらは、「どこでも、労働者階級の仕事として、社会主義革命への道をなら

し、そのための土台を準備した。」（エンゲルス「1893 年イタリー語版序文」） 

 その前年、1847 年春、マルクスとエンゲルスは、秘密結社「共産主義者同盟」

に加わり、この同盟の第二回大会（1847 年 11 月、ロンドン）に参加。 

この大会直前にエンゲルスが起草した 25 問の問答形式の「共産主義の原理―共

産主義者の信条草案」を大会に奮闘の末、承認させた。 

大会の委任を受けて、この「原理」を草案として、同盟の”綱領“、「共産党宣

言」を主としてマルクスが作成した。 

“共産主義者が公然と、全世界の面前に、その見解、その目的、その性向を公表

し、共産主義の妖怪話に党自身の宣言で対抗する最適な時期である“ 

 この意味で、「宣言」は、プロレタリアートが初めて高く掲げた戦闘の旗印。 
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第１章 ブルジョアとプロレタリア 

（エンゲルスの注）ブルジョアジーとは近代資本家階級。社会的生産の諸手段の所有者で賃労働者の雇

用者。プロレタリアートとは自分自身の生産手段を持たないので生きるためにその労働力を売るしか

ない近代賃金労働者の階級。 

これまで存在したあらゆる社会の歴史は、階級闘争の歴史です。 

(エンゲルスの注) すなわち、あらゆる文字で書かれた歴史。 

自由人と奴隷、ローマの貴族と平民、領主と農奴、ギルドの親方と職人、一言で言えば、抑圧者と被抑圧

者が不断に対立しあい、中断することなく、ときには暗に、ときには公然と闘ってきたのですが、この闘い

は大規模な社会の革命的な再編成で終るか、さもなければ、あい闘う階級がともに没落して終ったので

す。  

歴史の初期の時代には、社会はさまざまな階層、社会的な地位の多様な序列へと複雑に編成されてい

ました。古代ローマでは、貴族、騎士、奴隷がいましたし、中世には、封建領主、封臣、ギルドの親方、職

人、徒弟、農奴がいました。そしてこうした階級のほとんどすべてにわたって、さらに副次的な序列にわか

れていたのです。 
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第 1回：社会の歴史は階級闘争の歴史(2014年 6月 29日プチ労 51 by NAOKO) 

 

 

 

 

 



16 

 

 

封建社会の没落から出現した現代のブルジョア社会は、階級対立を終らせたのではありませんでした。

それは、古いものにかえて、新しい階級、新しい抑圧状態、新しい闘争形態をつくりあげたにすぎません。  

私たちの時代、ブルジョアジーの時代は、けれども、次のようなはっきりした特徴をもっています。それは

階級対立を単純化したということです。社会は全体としてますます、敵対する二大陣営に、互いに直接対

抗する二大階級、ブルジョアジーとプロレタリアートに、分かれていくのです。  

中世の農奴から、初期の都市の特許市民（注２）が生まれました。こういう市民から、ブルジョアジーの最

初の構成部隊が発展してきたのです。  

（注２）Chartered burghers―都市の周辺に住む特許を得た市民。ブルジョアの語源。「域外市民」の訳もある。 

当初、ブルジョアは“市民”―現代でも労働者も資本家も「市民」で括って階級関係を隠ぺいしている。 

 

 

アメリカの発見と喜望峰の回航は、勃興するブルジョアジーに新たな大地を開きました。東インドと中国の

市場、アメリカの植民地化、対植民地貿易、交換手段と全般的な商品の増大は、商業や航海術や工業

に、前代未聞の衝撃を与え、それによって、ぐらつく封建社会の革命的要素を急激に発展させたのです。

封建的な工業の体制では、工業生産は閉鎖的なギルドによって独占されていたのですが、新しい市場の

増加する要求にはもはや十分ではありませんでした。工場制手工業がそれにとってかわったのです。ギ

ルドの親方は、工業制手工業の中産階級に押しやられ、異なるギルド集団間の分業は、それぞれ個々の

作業場内の分業の前に姿を消しました。  

その間、市場はずっと成長を続け、需要は増加し続けていました。工場制手工業でさえ不十分となりまし

た。その結果、蒸気と機械が工業生産を革命的に変えたのです。工場制手工業に巨大な近代工業がとっ

てかわり、工業の中産階級に工業の百万長者、工業の軍隊の全軍の指導者、つまり近代的ブルジョアが

とってかわったのです。  
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18 

 

アメリカの発見は世界市場への道を開いたのですが、近代的工業はこの世界市場を確立したのです。こ

の世界市場は商業、航海術、陸上交通にはかりしれない発展をもたらしました。この発展がこんどは工業

の拡大に反作用しました。工業、商業、航海術、鉄道の拡大に比例して、ブルジョアジーは発展し、その

資本を増やし、中世から受け継いだあらゆる階級を背景に押しやったのです。こうして私たちは、近代的

ブルジョアジーそのものが、長い発展コースの産物として、そして生産と交換の様式の一連の革命の産

物として、どんなふうに生じてきたかを見てきました。  

 

ブルジョアジーの発展の各段階には、それに対応したこの階級の政治的進歩が伴ってきました。ブルジョ

アジーは封建貴族支配下での被抑圧階級、あるいは中世的なコミューンの武装した自治的な連合でし

た。この場合は独立した都市共和国（イタリアやドイツのように）であり、そして前の場合は君主制のもとで

の課税されうる「第三身分」（フランスのように）だったのです。その後、工場制手工業本来の時代には、半

封建的君主制や絶対王制において貴族に対する平衡力という役割を果たしました。事実、大君主制一般

の礎石となったのです。そしてブルジョアジーはついに、近代的工業と世界市場を確立して以来、近代的

代議制国家において、独占的な政治支配を勝ち取ったのです。近代国家の執行権力とは、ブルジョアジ

ー全体に共通する問題を管理する委員会にすぎないのです。  
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ハンガリーグヤーシュ 
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ブルジョアジーは、歴史的には、もっとも革命的な役割を演じてきました。  

 

ブルジョアジーは、支配力を握ったところではどこでも、あらゆる封建的で家父長的で牧歌的な関係を終

らせました。それは、人をその「当然な上位者」とつないでいる色とりどりの封建的絆を容赦なくひきちぎ

り、人と人の間に、むきだしの自己利益以外の、冷淡な「現金払い」以外のいかなる関係も残しませんでし

た。宗教的情熱や騎士道的熱狂や俗物的感傷の天上的な陶酔は、自分中心の打算の氷のように冷たい

水の中で溺れ死にさせられたのです。ブルジョアジーは人格的価値を交換価値に解消してしまい、数多く

の取り消されない特に許された自由のかわりに、ただ一つの良心なき自由、自由交易を据えたのです。

一言でいえば、宗教的で政治的な幻想で覆いかくされた搾取を、むきだしの、恥知らずで、直接的で、粗

暴な搾取と取り換えたのです。  

ブルジョアジーは、それまであがめられ、尊敬をこめた畏怖をもって見られてきたあらゆる職業から、その

後光をはぎ取りました。医者、僧侶、詩人、学者を、自分たちの賃労働者に変えてしまったのです。  

ブルジョアジーは家族から感傷的な覆いを引きはがし、家族関係をただの金銭的関係にしてしまいまし

た。  
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第 2回：ブルジョア階級の革命的役割（2014年 7月 27日プチ労 52 ｂｙ SHOKO）
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中世においては活力が荒々しく示されることを、反動家たちはたいそう賞讃しているのですが、それをぴ

ったりと補完しているのが怠惰なのらくら生活であることを、ブルジョアジーは暴いたのです。 

ブルジョアジーはまっさきに、人間の活動がどんなことを成し遂げられるのかを示しました。 

エジプトのピラミッド、ローマの水道、ゴチック式の大聖堂をはるかにしのぐ驚異を成し遂げ、以前の民族

移動や十字軍がみんな色あせるような遠征に乗り出したのです。  

ブルジョアジーは、たえず生産用具を革命的に変え、そのことによって生産関係を革命的に変え、それに

より社会関係全体を革命的に変えることなくしては、生存することができません。それとは反対に、古い生

産様式をその形を変えることなく保持することが、それ以前のすべての産業階級の第一の生存条件でし

た。 

たえず生産を革命的に変え、間断なくあらゆる社会状態をかき乱し、果てしなく不安定にし動揺させ続け

ることが、ブルジョア時代をそれ以前のあらゆる時代から区別する特徴となっています。 

古めかしく敬うべき偏見や意見をひきずった、あらゆる固定し堅く氷ついた関係はさっさと廃止しされ、新

しく形成された関係はみんな固定化するまえに古くさいものとなってしまうのです。 

あらゆる堅牢なものが溶けて霧散し、あらゆる聖なるものが世俗のものとなり、人はついには自分たちの

ほんとうの生活状態および仲間との関係に、醒めた感覚で直面せざるをえなくなります。  

自分たちの生産物のためのたえず拡大する市場に対する必要性から、ブルジョアジーは地球の全表面を

駆り立てられます。 

ブルジョアジーはどこにでも巣をかけ、どこにでも住み着き、どことも関係を確立しなければならないので

す。 
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ブルジョアジーは、世界市場の開発を通して、どこの国でも生産と消費に世界主義的性格を与えます。 

反動家にははなはだお気の毒ですが、ブルジョアジーは産業の足元から、それがよって立っていた国民

的基盤を掘り崩しました。古くからあった国民的な産業すべては破壊されてしまったか、あるいは日々破

壊されています。 

そうした産業は新しい産業に押しのけられ、新しい産業を導入することはすべての文明諸国の死活問題

となっています。産業はもはやその土地の原料を使うだけではなく、はるか遠く離れた地域からもってきた

原料を使い、その生産物は国内だけでなく、世界のいたるところで消費されるのです。 

その国の生産物で満足していた古い欲望にかわって、満足させるには離れた土地や風土の生産物が必

要な新しい欲望があらわれます。古い局地的で国民的な隔離と自足にかわって、あらゆる方面との交易

が、諸国民の普遍的な相互依存があらわれるのです。そして物質的生産と同じことが、知的生産におい

ても生じます。個々の国民の知的創造は共有の資産となります。国民的な一面性や偏狭さはますます不

可能となり、多くの国民的な局地的な文学から、一つの世界文学があらわれるのです。  

ブルジョアジーは、あらゆる生産用具を急激に改良することで、限りなく便利になった交通手段によって、

あらゆる国民を、たとえもっとも野蛮であっても、文明へとひきいれるのです。商品の安い価格は、野蛮人

のひどく頑固な外国人嫌いも屈伏させる重砲隊なのです。 

ブルジョアジーはあらゆる国民に、滅亡を覚悟し、ブルジョア的生産様式の採用を強制し、そのど真中に

いわゆる文明を導入すること、すなわちブルジョアそのものになることを強制します。 

要するに、ブルジョアジーは自分の姿に似せて世界を創造するのです。  

ブルジョアジーは農村を都市の規則に服従させました。ブルジョアジーは多数の都市をつくりだし、農村

人口に比べ都市人口を著しく増加させ、そうやって人口のいちじるしい部分を農村生活の白痴状態から

救い出したのです。 

農村を都市に依存させたのと同じように、ブルジョアジーは野蛮および半野蛮な国を文明国に、農業国を

ブルジョア国に、東洋を西洋に依存させたのです。  
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ブルジョアジーは、人口、生産手段、財産の分散した状態をだんだん廃止していきます。人口を密集さ

せ、生産手段を集中し、財産を少数の手に集めてしまいました。このことの必然的結果は政治的中央集

権でした。ばらばらの利害、法律、政府、課税制度をもつ独立した、ないしゆるく結び付いた地方は、集ま

って一つの政府、一つの法体系、一つの国民的階級利害、一つの国境、一つの関税をもつ一つの国民と

なったのです。  

 

 

ブルジョアジーは、その百年に満たない支配の間に、先行する世代のすべてを合わせたよりも、もっと大

規模な、もっと膨大な生産力を作り出しました。 

自然の力を人間に服属させること、機械、工業や農業への化学の応用、蒸気船、鉄道、電信、全大陸を

耕作のために掃き清めること、河川を運河とすること、魔法で地から湧き出たような全人口、以前のどの

世紀も、社会的労働のふところにこのような生産力がまどろんでいるということを、予想すらしませんでし

た。  

そこで、わかったのは、ブルジョアジーが立脚している土台である生産手段と交換手段は、封建社会の中

で生まれたということです。 

こういう生産手段と交換手段の発展がある段階になると、封建社会の生産や交換がおこなわれてきた諸

条件、農業と工場制手工業の封建的組織、要するに、封建的所有関係は、既に発展している生産力とは

もはや両立できなくなり、足枷となりました。 

こういう関係は粉々に粉砕しなけれなならなくなり、粉々に粉砕されたのです。  

そういう封建的関係があったところには、自由競争が入り込み、それとともに、それに適した社会的および

政治的制度と、ブルジョア階級の経済的および政治的支配があらわれたのです。  
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★資本主義の発達と人口の激増 
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同じような運動が私たちの目の前で進行しています。 

ブルジョア的生産関係、交換関係、所有関係をもつ近代的ブルジョア社会、このように巨大な生産手段や

交換手段を魔法のように呼び起こした社会は、自分の呪文で呼び出した地下世界の力をもはや思うよう

にできなくなった魔法使いのようです。ここ数十年の歴史は、近代の生産条件に対する、ブルジョアとその

支配の生存条件である所有関係に対する、近代の生産力の反乱の歴史にほかなりません。周期的にぶ

り返しては、ブルジョア社会全体を審判に付し、 

度重なるごとに激しくなっていく、商業恐慌のことをあげておけば十分でしょう。こういう恐慌では、今ある

生産物だけでなく、これまでに作り出された生産力の大部分が、周期的に破壊されるのです。 

こういう恐慌では、以前のどの時代でも馬鹿げていると思われたような疫病、過剰生産という疫病が突発

します。社会は突然、一時的な野蛮状態に逆戻りし、まるで飢饉とか全般的荒廃戦争であらゆる生活手

段の供給が途絶えたかのようになり、工業も商業も破壊されたように見えます。 

なぜでしょうか。あまりに文明化しすぎ、あまりに生活手段が多すぎ、あまりに工業も商業も発達しすぎた

からです。社会が自由にできる生産力は、もはやブルジョア的所有の条件を促進しようとはせず、反対

に、生産力はこういう条件には強力になりすぎ、生産力は足枷をかけられるのですが、生産力が足枷を

乗り越えるとたちまち、ブルジョア社会全体に混乱をもたらし、ブルジョア的所有の存在を危機にさらすの

です。ブルジョア社会の条件は、それが作り出す富を容れるのには狭すぎるのです。ではブルジョアジー

はこの恐慌をどうやって乗り越えるのでしょうか。一方では、大量の生産力を強制的に破壊することによっ

て、もう一方では、新しい市場を獲得し、古い市場をさらにいっそう掘りつくすことによってなのです。言う

なれば、もっと広範囲でもっと破壊的な恐慌への道を開くことによって、恐慌を避ける手段を縮小すること

によってなのです。  

ブルジョアジーが封建制を打ち倒すのに使った武器が、今ではブルジョアジーそのものに向けられている

のです。  
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ブルジョアジーは自分たちの死をもたらす武器を鍛えただけではありません。その武器を使いこなす

人々、近代的労働階級、プロレタリアを生み出したのです。  
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ブルジョアジー、つまり資本が発展すればするほど、プロレタリアート、すなわち近代的労働階級も発展し

ます。労働者の階級は、仕事が見つかるかぎり生きていき、そしてその労働が資本を増やすかぎり仕事

を見つけるのです。この労働者たちは、自分自身を切り売りしなければならないので、他の売り買いされ

る品物と同じく、商品であって、その結果、あらゆる競争の転変にさらされ、あらゆる市場の変動にさらさ

れるのです。  

 

 

 

機械の利用が拡大したことや、分業のおかげで、プロレタリアの労働は個人的性格をすべて失い、その

結果、労働者にとっての魅力をすべて失ってしまいました。労働者は機械の付属物になり、労働者に求め

られるものは、もっとも単純で、もっとも単調で、もっとも簡単に習得できるコツだけになります。 

 



33 

 

第 3 回：プロレタリア階級の発展（2014年 8月 31日プチ労 53 byHANAKO）
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だから労働者の生産費用は、ほとんど、自分の維持や自分の種族の繁殖に必要な生計手段に限られま

す。しかし商品の価格は、したがって労働の価格も、その生産費用に等しいのです。それだから、労働の

嫌悪感が増せば増すだけ、賃金は減少します。そのうえ、機械の利用と分業が増大するにつれ、労働時

間の延長によるにせよ、一定の時間に強いられる労働の増加や機械の速度の増加等々によるにせよ、

労苦の負荷も増加するのです。  

近代的工業は、家父長的な親方の小さな作業場を、産業資本家の大工場に変えました。工場の中にひし

めく労働者の大群は、兵士のように組織されます。産業軍隊の兵卒として、労働者たちは完全に階層化

された将校や軍曹の指揮下に置かれます。労働者はブルジョア階級の、そしてブルジョア国家の奴隷で

あるというだけではありません。日々刻々、機械によって、監督者によって、とりわけ個々のブルジョア工

場主自身によって、奴隷化されているのです。この専制が利得はその究極目標であるとあからさまに公

言すればするほど、それはいっそうみじめで、有害で、苦々しいものとなっていきます。 

 

 

 

手作業の労働の熟練と力作業が少なくなればなるほど、言い換えると、近代的工業が発達すればするほ

ど、男の労働は婦人労働にとって代わられます。年齢と性別の違いは、労働者階級には区別するだけの

社会的妥当性をもはや持っていないのです。すべてが労働の用具であって、年齢と性別によって使用す

る費用が多少するだけなのです。 
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★スマホは世界の子ども達の長時間労働と低賃金でできている！ 
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工場主による労働者の搾取が終って、労働者が現金で賃金をうけとるとすぐに、ブルジョアジーの他の部

分、家主、小売店主、質屋等々が労働者に襲いかかります。  

中間階級の下層、つまり小商い人、小売店主、一般に引退した商工業者、手職人、農民はだんだんとプ

ロレタリアートに落ちぶれていきます。その理由の一部は、その小さな資本が近代的工業を営むには規

模的に不十分で、大資本家との競争で圧倒されるからですが、一部にはその特殊化した技能が新しい生

産様式によって無価値なものになるからです。こうしてプロレタリアートは人口のあらゆる階級から補充さ

れるのです。  

プロレタリアートは様々な発展段階を通過していきます。その誕生とともにブルジョアジーとの闘争が始ま

ります。最初は個々の労働者によって、次には一つの工場の労働者たちによって、次には一地域の一業

種の工員によって、彼らを直接搾取している個々のブルジョアとの闘いが行われます。彼らはその攻撃

を、ブルジョア的生産条件にではなく、生産用具そのものに向けます。彼らは自分たちの労働と競争して

いる輸入品を破壊し、機械を打ち毀し、工場を焼払い、中世の職人という消え去った地位を力ずくで復活

しようと努めるのです。  
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この段階では、労働者はまだ全国に散らばったまとまりのない集団をなしているだけで、お互いの競争で

分裂してしまいます。もし労働者が団結してもっと緊密な団体をつくったとしたら、それは彼ら自身の能動

的な団結の結果ではなくて、ブルジョアジーの団結の結果なのです。ブルジョア階級は、自分たちの政治

的目的を達成するためには、全プロレタリアートを動員せざるえず、しかもまだしばらくの間はそうすること

ができるのです。だから、この段階では、プロレタリアはその敵と闘うのではなく、その敵の敵と、つまり絶

対王制の残り滓、土地所有者、非産業ブルジョワ、プチ・ブルジョアと闘うのです。こうして歴史的運動全

体がブルジョアジーの手の中に集中され、獲得された勝利はどれもブルジョワジーの勝利となるのです。  

しかし工業の発展とともに、プロレタリアートは数において増加するだけはなく、もっと大きな集団へと集中

され、その力は増大し、その力をますます感じるようになってきます。機械が労働の違いを消し去り、ほと

んどいたるところで賃金を同じ低い水準に引き下げるにつれて、プロレタリアートという階層内の様々な利

害と生活条件はますます一様化します。ブルジョアの間の激化する競争と、その結果生じる商業恐慌は、

労働者の賃金をますます動揺させます。機械のますます進む改良は、非常に急速に発展し、労働者の生

計をますます不安定にします。個々の労働者と個々のブルジョアとの間の衝突は、二つの階級の間の衝

突という性格をますます帯びていきます。 

その結果、労働者はブルジョアに対して組合（労働組合）をつくり始めます(注３)。労働者は賃金率を維持

するために協力しあうようになります。こういうたまに起きる暴動に前もって備えるために、労働者は永続

的な結社を創設するのです。そこかしこで闘争は突如として暴動にまでなるのです。 

 

 

 (注３) 英語訳は、combinations (Trades’ Unions)  “combinations”の訳文には、結合、同盟、徒党な

どがあるが、Union とあえて付言されており、組合とした。 
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ときには労働者が勝つことがあっても、一時のことにすぎません。その闘いの本当の果実は直接的な成

果の中にあるのではなくて、絶えず拡大していく労働者の団結の中にあるのです。この団結は近代的工

業が生み出した、異なる地域の労働者を互いに接触させてくれる、改良された交通手段によって促進され

るのです。同じ性格を持つ、多くの地方的な闘争を、一つの国民的な階級間の闘争に結集するには、こ

の接触こそが必要だったのです。しかし、どんな階級闘争も政治的な闘争です。中世の都市民が、みじめ

な街道を使って、数世紀もかけて達成した団結を、近代のプロレタリアは、鉄道のおかげで、数年で達成

するのです。  

 

こうしたプロレタリアを階級へと組織化し、結果として政党へと組織化することは、労働者自身の間の競争

によって、繰り返し打ち砕かれます。しかしこの組織化は、たえず何度も復活し、そのたびにより強く、より

堅固に、より広大になっていくのです。この組織化は、ブルジョアジー自身の間の分裂を有利に使って、

労働者の特定の利害を法的に承認するよう迫ります。こうしてイギリスでは十時間労働法が実施された

のです。  

概して、古い社会の階級間の衝突は、さまざまなやり方で、プロレタリアートの発展の進行を促進します。

ブルジョアジーは自分たちが、絶えず続く戦闘に巻き込まれているのに気がつきます。最初は貴族政治

と、後には、工業の進歩と利害が相反しているブルジョアジー自身の一部と、そして常時、外国のブルジョ

アジーと戦闘しているのです。 

こういう戦闘のすべてで、ブルジョアジーはプロレタリアートに訴えかけて、その助力を求めざるをえない

のですが、そうやってプロレタリアートを政治の闘技場へとひきずり込むのです。だからブルジョアジー自

身がプロレタリアートに、自分たちの政治的また一般的な教育の諸要素を供給し、要するに、プロレタリア

ートにブルジョアジーと闘う武器を提供するのです。  

さらに、既に見てきたように、支配階級の全般的な部隊がプロレタリアートに突き落とされ、あるいは少な

くとも生存条件を脅かされています。こうしたことも、プロレタリアートに啓蒙と進歩の新しい要素を供給す

るのです。  
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最後に、階級闘争が決定的な時期に近づくと、支配階級内部で進行してる分解過程、実際には古い社会

の全領域で進んでいる分解過程は、暴力的でどぎついまでの性格を帯び、支配階級の小さな一部が自ら

結び付きを離れ、革命的階級、その手に未来をつかんでいる階級に加わってきます。それはちょうど以前

に貴族の一部がブルジョアジーの側についたように、今やブルジョアジーの一部が、特に、歴史運動の全

般を理論的に理解したブルジョア理論家の一部が、プロレタリアートの側につくのです。 

 

 

 

 

今日、ブルジョアジーと対峙しているあらゆる階級の中で、プロレタリアートだけが正真正銘の革命的階

級なのです。その他の階級は、近代工業に直面して、没落し最終的には消え去ります。プロレタリアート

は近代工業の特別なもっとも重要な産物なのです。 

 

 

 

 

反原発を訴えるプチ労常連大学生ゆひまるを 

大学は警察とつるんでくるくる変わるデッチアゲ理由で不当逮捕・起訴 

3ヶ月不当勾留の末、保釈 祝奪還！ 
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シンガポールチキンライス 
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＜第 3 回 Talk＞ 

 

Ha：ドコモ携帯組立て工場で働いたことがあるが、ほんと「単純で切り売りして   

いる実感」 また、北欧デザインを売りにした IKEA 大ストアでは、自分で組立て

させて使い捨てさせる。マルクスの言う「親方の小さな仕事部屋を工業資本家の大

工場に変えた」そのもの。 

 最近のアベの「女性 Shine」はあらためて女性差別、資本主義の奴隷化で、マル

クスの「性や年齢の差は労働階級にとって意味をもたない」そのもの。 

 そうしたなかで、労働者の団結はまずは職場で労働組合、そして地域。 分断が

あり革命まで簡単ではないが、２０１４年、あいまいでいる余地がなくなり、

「１％」がはっきりしてきて、けっこう来てる。 

資本家か労働者か。二つは相容れない。 

 

Sy＆Nk：マルクスのこの部分で一番そうだ！と思うのは、「労働者の闘争の本来の

成果は、その直接の成果ではなくて、労働者の団結がますます広がっていくこ

と」。職場で闘争やっていて、ほんと「金より仲間」と思う。その仲間＝ほんきで

変えようとする人＝労働者。 

 

Mg：IKEA の話がでたが、今、働いているスーパーでも、まさに低価格・大量販

売。それしか売れないということで。先日は、10 円の福島産きゅうりを千本売り出

し。今の世の中ほんとに終わりそうと思う。「決着をつける時期」なのかなと。し

かし、その割に無関心多すぎ。独裁とかに突入してしまうのか。 
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Rk：このように発展するのか？ 実際には堂々めぐりしているような感じもする。 

 

Ts：マルクスがこの発展の下敷きにしている”何をするために”はあらためて第二章

乞うご期待。（資本の廃止により階級をなくすための革命） 

 

Ek：今までの「社会主義国」ってどうなのか。結局、上の人が権力で下の人を押さ

えつけている？ 人間ってそうなのか？ 

 

Sy：3.11 でほんとこの社会ひっくり返さなきゃと思った。唯一の被爆国でもあるこ

の日本から、今だからこそ革命おこさなきゃ世界のどこでも起こせないとも思う。 

 

Yi：自分に火の粉がかからないと人間なかなか行動しないが、今、労働者としてそ

ういう存在が増えている。 

 

Sy：そういう意味で、マルクスの「プロレタリアの闘争はかれらの存在とともには

じまる」っていうところが沁みる。 

 

 

1994 年、メキシコ憲法の「先住民共有地の保証」が NAFTA：北米自由貿易協定で 

反故にされることに抗議して立ち上がったサパティスタの少女たち 



46 

 

 

 

 

下層の中間階級、つまり小工業者、小売店主、職人、農民、こういう人たちはみな中間階級の分派として

の存在を消滅から救おうとしてブルジョアジーと闘います。したがって革命的ではなく、保守的なのです。

それどころか反動的なのです。というのも、彼らは歴史の車輪を逆に回そうとするからです。もしたまたま

彼らが革命的なら、それは自分たちがプロレタリアートへと移行するのが差し迫っていることを考慮してそ

うしているのです。したがって現在の利害ではなく、将来の利害を守っているのであり、自分たち自身の立

場を捨てて、プロレタリアートの立場に立っているのです。  

 

 

 

 

「危険な階級」(注４)、社会の屑、古い社会の最下層から投げ出される、なすがままに腐敗していく群衆

は、ときにはプロレタリア革命によって運動に投げ込まれることもあるけれど、それ以上に、その生活状態

から買収されて反動的陰謀の道具になりやすいのです。  

 

 

 

(注４) 英語訳には、The “dangerous class”, [lumpenproletariat]と、「危険な階級」の後に「ルンペンプロ

レタリアート」と追加されている。 
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第 4回：ブルジョア階級の没落（2014年 9月 28日プチ労 54 by MUGITA） 

 

↓ 左側：マルクスの言ったこと ⇒ 右側：MUGITAの意見 

 

“プロレタリアへの移行が迫る農民、自営業者。その財産は革命のための資本” 

 

“資本家からの解放の一点で団結する人々はみんな労働者” 
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プロレタリアートの状況では、古い社会全般の生活条件は既に実質的に窮地に陥っています。プロレタリ

アは財産を持たず、妻や子との関係はもはやブルジョア的家族関係と共通するものはありません。近代

的な産業労働、近代的な資本への服属はイギリスでもフランスでもアメリカでも同じで、プロレタリアから

国民的性格の痕跡を一切はぎとるのです。法律、道徳、宗教はプロレタリアにとってはブルジョア的偏見

であり、その背後にはブルジョア的利害が待ち伏せしているのです。  

 

支配権を握ったこれまでの階級はみんな、社会全般を自分たちが専有した状態(注５)に服属させること

で、既に獲得した地位を護り固めようとつとめました。プロレタリアは、自分自身のこれまでの取得の仕方

(注５)を、それだからまたあらゆるこれまでの取得の仕方を廃絶することなしには、社会の生産力の主人

とはなることができません。プロレタリアは確保し護らなければならないような自分のものを一切持ってい

ません。その使命は、これまでの個々人の財産の保全や保障をすべて破壊することなのです。  

 

(注５) 「専有した状態」－condition of appropriation, 「取得の仕方」－mode of appropriation どちらも

appropriation（専有、領有、取得、割当）だが、支配階級の支配の状態と労働者が強いられている状況と、文

脈で訳を変えた。 
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これまでの歴史的運動というのはみんな、少数者の運動か、少数者の利害のための運動でした。プロレ

タリアの運動は、大多数者の、大多数者の利害のための、自覚的で独立した運動なのです。現在の社会

の最下層であるプロレタリアートは、公的社会におおいかぶさる全階層を空中に跳ね飛ばさなければ、身

動きすることも、起き上がることもできません。 

内容は違うけれど、形式上は、プロレタリアートのブルジョアジーとの闘争は、まずは国民的闘争です。

個々の国のプロレタリアートは、もちろんなによりもまず、その国のブルジョアジーと片をつけなくてはなら

ないのです。  

プロレタリアートの発展のもっとも一般的な諸段階を描写するなかで、私たちは現存する社会で荒れ狂

う、多かれ少なかれ隠された内乱を跡づけて、内乱が公然たる革命を勃発させ、ブルジョアジーの暴力的

打倒が、プロレタリアートの支配の基礎を築くところにまで、到達しました。  

 

 

 

秘密保護法反対！ 
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52 

 

既にみてきたように、これまで、あらゆる社会形態は、抑圧階級と被抑圧階級の対立に基礎を置いてきま

した。しかし、ある階級を抑圧するためには、少なくとも奴隷的生存を続けることができるだけの条件が、

その被抑圧階級に保証されなければなりません。農奴制の時代に農奴はコミューンの成員にまで成り上

がり、同じように、プチ・ブルジョアは、封建的絶対主義の軛のもとで、なんとかブルジョアへと発展したの

でした。 

反対に、近代的労働者は、工業の進展とともに勃興するのではなくて、自身の階級の生存条件はますま

す沈み込んでいくのです。労働者は貧困者となり、貧困状態は人口や富の発展よりも急速に発展します。

そしてここに、ブルジョアジーがもはや、社会の支配階級であり、自分たちの生存条件を支配的法則とし

て社会に押しつけるには、不適格であることが明らかになるのです。 

ブルジョアジーはその奴隷制の奴隷に生存を保証する能力を欠き、奴隷から養われるかわりに、奴隷を

養わなくてはならないような状態にまで奴隷を落とさざるをえないのだから、支配するには不適格なので

す。 

社会はもはやブルジョアジーのもとで生きていくことができません。言い換えると、ブルジョアジーはもは

や社会と両立できないのです。  
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ブルジョア階級の存在と支配の本質的条件は、資本の形成と増大です。 

そして資本の条件は賃労働です。賃労働はもっぱら労働者の間の競争に支えられています。 

ブルジョアジーは不本意ながら工業の進歩の促進者なのですが、この工業の進歩は、競争による労働者

の孤立を、結社による革命的連携で置き換えます。 

だから近代工業の発展は、ブルジョアジーの足元から、ブルジョアジーが生産し生産物を専有してきた基

盤そのものを取り除きます。 

ですからブルジョアジーが生産したものは、なによりもまず、自分の墓掘り人なのです。ブルジョアジーの

没落とプロレタリアートの勝利は、等しく避けられないことなのです。  

 

 

秋鮭のあんかけと栗ご飯―クリかえしアキらめない闘いの秋 
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＜第 4 回まとめ＞ 

Ｍくんがマルクス「共産党宣言」の「ブルジョア階級の没落」をレポート。 

高校生だった彼は原発反対のデモに出続け、４月から労働者になった。 

マルクスの言うようにはなかなか立ち上がらない９９％の労働者。 

しかし、「農業、漁業を、電気を、鉄道を、情報を、教育を、宗教を一つ一つ自

分たちの手に取り戻していく。それが革命」といいきる。 

そして最後にＭくんは以下のようにむすんだ。 

「もともと自分たちのものだったものを取り戻す。それを足元から地域や職場で

やっていくこと。まもなく労働者はみんな搾取される生活に疲れてくる。その時

にみんなが集まれる空間（労働組合・地域の場）をつくる。」 

元教育労働者の Iさん：戦争は教室からといわれるが、教育が奪われてしまいつ

つある。若い先生が政治に関心がないのも忙しくさせて考えさせないようにして

いる。でもこんな若い人たちがこんなに考えているのを見て感銘をうけた。 

H,S：職場で労働組合をつくり足元からストラグルすることが大事。 

Y：農民、自営業者、野宿者の人たちもみんな労働者だというのはそうだ。 

K：最後のまとめに感動。仕事してない間も搾取されているというのはほんとにそ

うだ。 

プチ労が目的としている”認識をみんなで創る”ことができた会だった。 

 ”奪われたものを取り戻す！” ”みんな労働者！” 
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第２章 プロレタリアと共産主義者 

共産主義者は、全体としてのプロレタリアとどんな関係に立つのでしょうか。共産主義者は、他の労働者

党に対立する別の党をつくろうとはしていません。 共産主義者は、全体としてのプロレタリアートの利害と

は別の、異なる利害を持ってはいません。  

共産主義者は、なにか自分たちの分派的原理を掲げ、それでプロレタリア運動を形作ったり、型にはめた

りしません。  

共産主義者は、次の点でだけ、他の労働階級の党から区別されます。(1) さまざまな国のプロレタリアの

国民的闘争では、共産主義者は国籍から独立した全プロレタリアートに共通の利害を指摘し、前面に押し

出します。(2) ブルジョアジーにたいする労働階級の闘争が通過するさまざまな発展段階で、共産主義者

はいつでもどこでも、全体としての運動の利害を体現します。  

だから、共産主義者は一方では実践的には、どこの国でも労働階級の党のもっとも進んだ、決然とした部

分であり、他のすべてを押し進める部分なのです。また一方では理論的には、プロレタリアートの大多数

より、プロレタリア運動の進む道筋や条件、究極の一般的成果をはっきりと理解している点で優っていま

す。  

共産主義者の当面の目的は、他のどのプロレタリア党とも同じものです。プロレタリアートを階級に形成す

ること、ブルジョア覇権の打倒、プロレタリアートによる政治権力の奪取なのです。  

共産主義者の理論的結論は、決して、あれこれの自称普遍的改革者が発明し発見した着想や原理に基

づいたものではありません。共産主義者は、ただ単に、現存する階級闘争から、まさに私たちの目前で進

行している歴史的運動から生じている現実的関係を、一般的用語で表現しているだけなのです。 

これまでの所有関係を廃止するということは、なにも共産主義に独特のものではない。 過去のすべての

所有関係はずっと、歴史的条件の変化の結果生じる歴史的変化を受けてきました。 

例えば、フランス革命は、ブルジョア的所有の側について、封建的所有を廃止しました。 
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第 5回：ブルジョア的所有―資本の廃止（2014年 10月 26日プチ労 by MARIKO） 
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共産主義の著しい特徴は、一般に所有を廃止することではなく、ブルジョア的所有を廃止するところにあ

るのです。 

 

しかし近代のブルジョア的私的所有は、階級対立に、少数者による多数者の搾取にもとづく生産と生産物

の専有のシステムの、最後の、最も完成された表現なのです。  

この意味で、共産主義者の理論は、私的所有の廃止という唯一つの文に要約できるかもしれません。  

 

チャナ豆と三里塚冬瓜・大根のチキンカリー 
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ずっとデモに一緒に行ったパートナーりんたろう 2014年 10月 18日永眠(15 歳 10ヶ月) 
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私たち共産主義者は、人間の自分自身の労働の果実として財産を個人的に獲得する権利を廃止したが

っていると非難されます。そういう財産があらゆる個人の自由、活動、独立の基礎であると言われている

のです。  

 

苦労して得た、自分で獲得した、自分で稼いだ財産！ 

 

 

あなたが言っているのは、小職人の、小農民の財産、ブルジョア的所有形態に先立つ所有形態のことで

はないでしょうか。そんなものは廃止する必要がないのです。工業の発展が、既に広範囲に破壊しまった

し、また今でも日々破壊しているのです。  

 

 

 

それとも、あなたは近代的なブルジョア的私的所有のことを言っているのでしょうか。  
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2014年 10月 19 日りんたろう通夜＆拡大プチ労スタッフミーティング 



64 

 

しかし、賃労働は労働者になんらかの財産を作り出しているでしょうか。そんなことは決してありません。 

 

それは資本、つまり賃労働を搾取し、新たな搾取のために賃労働を新たに供給するという条件の下でし

か増加できないような財産を、作り出すのです。 

所有は、現在の形態では、資本と賃労働の対立にもとづいているのです。 

 

 

 

原材料や道具があっても、 

組み立てる労働者、買う気にさせる販売員がいなければ何も増えない 

労働者が増やしたものをタダで搾り取るのが「搾取」 

原材料費 

賃金 

もうけ 
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●先日、アマゾンとおなじようなユニクロの「お買い上げ品の当日配送開始」のニュースを聞

いて、サービスと言う名のもとにどこまでも肥えたいんだなと思った。 

 

労働力がなければ 

 

なにも増えない 
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この対立の両側面を検証してみましょう。 

資本家であることは、生産においては、純粋に個人的な地位にではなく、社会的地位につくということなの

です。 

資本は集団的な産物であって、社会の多くの成員の団結した行為によってだけ、結局のところ、社会の全

成員の団結した行為によってだけ、動かすことができるのです。  

だから、資本は個人的な力ではなくて、社会的な力なのです。  

だから、資本が共有財産に、社会の全成員の財産に変えられると、それによって個人的所有が社会的所

有に変わることはありません。 

変わるのは所有の社会的性格だけなのです。所有はその階級的な性格を失うのです。  
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さて、賃労働を見てみましょう。  

賃労働の平均価格は最低の賃金、つまり労働者としてただ生存するのに絶対必要な生計手段の量なの

です。だから、賃労働者が自分の労働によって取得(注６)するものは、むき出しの生存を引き伸ばし、再

生産するのに足るだけのものでしかありません。私たちは、この労働の産物の個人的取得を廃止しようと

いう意図は毛頭ありません。そういう取得は、人間の生活を維持し再生産するためであって、それによっ

て他人の労働を意のままにするような余剰をのこさないからです。 

 

 

 

私たちが廃絶したいのは、この取得の惨めな性格なのです。 

この取得の下では、労働者はただ資本を増大させるためだけに生き、支配階級の利害が必要とするかぎ

りでだけ、生きるのを許されているのですから。  

 

(注６)永江訳は「専有」。英語訳は appropriation（専有、領有、取得、割当）。支配階級の支配の状態は

「専有」だが、労働者が強いられている状況のなかでは単に「取得」とした。 
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ブルジョア社会では、生きた労働は蓄積された労働を増大させる手段にすぎません。  

共産主義社会では、蓄積された労働は、労働者の存在を広げ、豊かにし、促進するための手段にすぎま

せん。  

だから、ブルジョア社会では、過去が現在を支配し、共産主義社会では、現在が過去を支配します。ブル

ジョア社会では、資本が自立していて個人的特徴をもっているのに、生きた人間は隷属的で個人的特徴

をもたないのです。  

そして、こういう状況を廃止することを、ブルジョアは個人性と自由の廃止とよぶのです。そのとおり。疑い

もなく、ブルジョア的な個人性、ブルジョア的な自立性、ブルジョア的な自由の廃止をねらっているので

す。  

現在のブルジョア的生産条件のもとでは、自由とは自由交易、自由な売買のことです。もし売買が消えて

しまえば、自由な売買もまた消えます。自由な売買についてのこういう話は、自由一般についての我がブ

ルジョアジーの「勇ましい言葉」と同じく、意味があったとしても、中世の制限された売買、束縛された交易

と対比してだけ意味があるので、売買を、ブルジョア的な生産条件を、ブルジョアジーそのものを共産主

義的に廃止することに対抗するときには、意味をなしません。  

 

あなたは、私たちが私的所有を廃止しようと意図していることに、ぞっとするでしょう。しかし、あなたの現

存する社会では、人口の十分の九にとっては、既に私的所有は廃止されているのです。私的所有がこの

十分の九の人の手には存在しないということによってだけ、少数者に私的所有が存在するのです。だか

ら、あなたは、私たちが所有形態を廃止しようと意図していることを非難しますが、それは社会の大多数

はなんの所有もないということを存在の必要条件としている所有形態なのです。  

要するに、あなたは私たちがあなたの所有を廃止しようと意図していることを非難しているのです。まさに

そのとおり。それこそが私たちの意図するところなのです。  
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労働がもはや資本や貨幣や地代へ、独占することのできる社会的力へと変えられなくなる瞬間から、すな

わち、個々人の所有がもはやブルジョア的所有へ、資本へと転化できなくなる瞬間から、個人性が消えう

せるとあなたは言っているのです。  

だから、あなたは「個人」という言葉でブルジョアしか、中間階級の財産所有者しか意味してないことを告

白せざるをえません。こういう人格は、確かに邪魔にならないよう取り除き、存在できないようにしなけれ

ばなりません。  

共産主義は誰からも社会の生産物を取得する権限を剥奪しはしません。こういう取得で他人の労働を服

属させる権限を剥奪するだけなのです。  

私的所有の廃止については、すべての仕事がやめになり、全般的な怠惰に陥るだろうという異議が唱え

られてきました。  

この異議にしたがうなら、ブルジョア社会はまったくの怠惰によってとうの昔に破滅しているはずです。 

というのは、この社会で、働く人たちは何も手に入れられず、何でも手に入れられる人たちは、働かない

のですから。この異議の全体は、資本が存在しないのなら、もはや賃労働はありえない、という同義反復

の、別の表現にすぎません。 
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●多くの労働者が今の時代も隷属させられ、会社にとってのもの言わぬ使い易い

人を演じざるをえない社会がある。それは「自分だけよければいい」という社会でも

ある。「自分の望みに応じて、就職して結婚して子ども生んで家建てて」とか”普通”

のイメージを持っていたが、３．１１で自分的に「買占め」を見て爆発した。「そう

じゃない」と少し動き出せた。 
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物質的生産物の共産主義的生産様式と取得様式に対して言い立てられる異議は、同じように、知的生産

物の 共産主義的生産様式と取得様式に対しても言い立てられます。ブルジョアにとっては、階級的な所

有が消滅することが、生産そのものが消滅することであると同じように、階級的な文化の消滅はあらゆる

文化の消滅と同一視されるのです。  

文化を失うことをブルジョアは悲しみますが、その文化は大多数にとっては、単に機械としてふるまうため

の訓練にすぎません。  

 

 

しかし、自由だの文化だの法律だのについてのあなたのブルジョワ的な概念という基準を、私たちが意図

するブルジョア的所有の廃止に当てはめようとするのなら、私たちと論争するのをお止めなさい。あなた

の考えそのものが、あなたのブルジョア的生産やブルジョア的所有の条件の所産でしかないのです。そ

れは、あなたの法律学が、全員に対する法となったあなたの階級の意志、つまり本質的な性格や傾向が

あなたの階級の経済的存在条件によって決定されている意志にほかならないのと同じなのです。  
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第６回：共産主義への非難と反論（2014年 11月 23日プチ労 56 by YUI） 
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自分本位の思い違いから、自分たちの今ある生産様式と所有形態から出現した社会形態を、あなたは永

遠に続く自然法則、理にかなった法則に変えているのです。それは生産の進歩のなかで現れては消えて

いく歴史的関係であるのに。あなたはこの思い違いを、自分たち以前のあらゆる支配階級と共有している

のです。古代的所有の場合にははっきり理解できたこと、封建的所有の場合には容認できたことが、自分

たちのブルジョア的所有形態の場合は、もっともなことに、容認できないのです。 
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500 年の歴史を経て資本主義は終わっている 
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家族の廃止！共産主義者のこの破廉恥な提案には、最過激派でさえ、かっとなります。 

現在の家族、ブルジョア家族は、どんな基礎のうえに立っているのでしょうか。資本のうえに、私的利得の

うえに。その完全に発展した形態では、こういう家族はブルジョアジーの中にしか存在しません。しかしこ

ういう状況は、プロレタリアのあいだには実質上家族が存在しないことや、公の売春に補完されているの

です。  

この補完物が消え去れば、当然のことながら、ブルジョア的家族も消え去るでしょう。そして資本が消え去

れば、このどちらも消え去るでしょう。 

あなたは、親による子どもの搾取を止めようと求めたかどで、私たちを咎めるのですか。この罪について

は、私たちは有罪だと認めます。  

しかし、家庭教育を社会教育で置き換えると、最も神聖な(注７)関係が破壊されると、あなたは言います。  

そこで、あなたの教育だ。教育もまた社会的であり、あなたが教育する社会的条件によって、つまり学校

等々の手段による直接的であれ間接的であれ社会の介入によって決定されているのではないでしょう

か。共産主義者が教育における社会の介入を発明したのではありません。ただそういう介入の性格を変

え、支配階級の影響から教育を救い出そうとしているだけなのです。  

近代工業の作用によって、プロレタリアのあいだの家族の絆が粉々に引き裂かれ、その子どもが単なる

商売上の品物や労働用具に変えられるにしたがって、家族や教育についての、親子の神聖な相互関係

についてのブルジョア的たわごとは、ますます不愉快なものになります。  

 

(注７)英語訳 hallowed ハロウィーンの類語。「親密」よりも「神聖な」。 
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2008 年の週刊誌特集 
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しかし、おまえたち共産主義者は女性の共有を導入しようとしていると、ブルジョアジー全体が声をそろえ

て叫びます。 

ブルジョアジーはその妻を単なる生産用具としか見ていません。生産用具は共同で使われるべきだと聞く

と、当然、全員の共有になるという運命が、他のものとおなじように、女性にも降りかかるという結論にな

らざるをえないのです。ブルジョアは、本当のねらいが単なる生産用具という女性の地位の廃止だという

ことに、気づきさえしないのです。  

 

他の人たちには、共産主義者が公然としかも公式に確立しようとしている（とブルジョアが称している）女

性の共有に対する、我がブルジョアの高潔な憤慨ほど馬鹿げたものはありません。共産主義者は女性の

共有を導入する必要なんかないのです。女性の共有はほとんど大昔から存在していたのです。  

我がブルジョアは、公娼は言うにおよばず、自分たちのプロレタリアの妻や娘を自由にするだけでは満足

せずに、お互いの妻を誘惑することを大いに楽しむのです。  

 

ブルジョアの結婚とは、実際には妻を共有する制度であり、したがって、共産主義者を非難できることとい

えば、高々、共産主義者は見せかけ上は隠されていた女性の共有を、公然と合法的なものとして導入し

ようと求めているということだけなのです。他の人たちにとっては、現在の生産制度が廃止されると、その

制度から生じている女性の共有、つまり公的であれ私的であれ売春も廃止されるしかないことは、自明の

ことなのです。  
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最近、再び「賛成」が増えている 
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共産主義者はさらに、祖国と国民性を廃止しようと望んでいると非難されます。  

労働者には祖国はありません。持ってもいないものを、取り上げることなどできません。プロレタリアート

は、なによりもまず、政治的支配権を獲得し、国民の支配階級にまで成り上がり、自分自身が国民になら

なければならないのですから、その言葉のブルジョア的な意味とは違いますが、それ自身はなおも国民

的なのです。 

人々の間の国民的差異や対立は、ブルジョアジーの発展のおかげで、商業の自由のおかげで、世界市

場のおかげで、生産様式とそれに対応した生活条件の一様化のおかげで、日々ますます消え去っていき

ます。  

プロレタリアートの支配は、こういった差異や対立をもっと消してしまうでしょう。少なくとも支配的な文明諸

国の団結した活動は、プロレタリアート解放の第一条件の一つなのです。  

ある個人が他の個人に搾取されることが終るにしたがって、ある国民が他の国民に搾取されることも終り

ます。国民の中での階級間の対立が消えるにしたがって、ある国民が他の国民と敵対することも終りを迎

えるでしょう。  

 

労働者の国際連帯＠2014年 11月全国労働者総決起集会 
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宗教的や哲学的見地から、一般的にイデオロギー的見地からなされる共産主義にたいする非難は、まじ

めに検討するには値しません。 

人間の観念や見解や概念、要するに人間の意識が、その物質的生存条件や社会的関係や社会生活の

変化に応じて変化することを理解するのに、深い洞察力が必要でしょうか。  

観念の歴史が証明しているのは、物質的生産が変化するのにしたがって、知的生産はその性格が変化

するということでしかありません。どの時代でも、支配的な観念は支配階級の観念でした。 

社会を革命化する思想について語られるときは、古い社会の内部に新しい社会の要素が作り出されてお

り、古い思想が解消していくのは、古い生存条件が解消していくのと同じ歩調ですすむという事実でしか

ありません。  

古代社会が断末摩の苦しみにあったとき、古代の宗教はキリスト教に制圧されました。１８世紀にキリスト

教思想が合理主義思想に屈したとき、封建社会はその当時は革命的だったブルジョアジーと死闘を演じ

ていました。宗教の自由とか良心の自由という思想は、ただ単に、知識の領域で自由競争の支配を表現

したものにすぎません。  

「確かに」とみんなは言うことでしょう。「宗教的、道徳的、哲学的、法的な思想は歴史的発展の中で変わ

ってきた。しかし宗教、道徳、哲学、政治学、法律というものは、いつも変化を切り抜けて生き残った」と。  

「その上、自由、正義というような、どんな社会状態にも共通する永遠の真理があるのだ。しかし共産主義

は永遠の真理を廃絶し、あらゆる宗教、あらゆる道徳を、新しい基礎のうえに作り上げるかわりに、廃絶

するのだ。だから、共産主義は、あらゆる過去の歴史的な経験に反して、ふるまっているのだ」と。  

この非難は結局どういうことになるのでしょうか。過去のあらゆる社会の歴史は、階級対立の発展にあ

り、この対立は異なる時代には異なる形態をとってきたと言うことに、です。  
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たらのメウンタン（魚介の辛いスープ。三里塚唐辛子入り） 
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しかし、どんな形態をとろうと、過去のあらゆる時代にはひとつの事実が共通しています。すなわち、それ

は社会のある部分が他の部分に搾取されるということです。それで、過去の時代の社会意識が、どんな

に多様性や変化をみせようと、ある共通の形態、あるいは一般的思想の範囲内を揺れ動いてきたのは、

驚くことではありません。それは、階級対立が全面的に消滅しないかぎり、完全に消え去ることはありえな

いのです。  

共産主義革命は、伝統的な所有関係とのもっとも根本的な断絶です。その発展が、伝統的な思想とのも

っとも根本的な断絶を含んでいることは、驚くことではないのです。  

しかし、共産主義にたいするブルジョアの異論については、これまでにしましょう。  
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＜第 6 回討論まとめ＞ 

 風引きが出て出席者が少なめだったがその分密接にいい話し合いができた。 

 ここでは共産主義が”教養（文化）が終わる？ 家族の廃止？ 婦人の共有？ 

祖国を廃棄？ ”などもっとも誤解をうけ、”共産主義ってこわーい”と思われること

への反論をマルクスは熱く語っている。 

 

 

＊共産主義になると 文化がなくなるのでは？ 

 

Ｎ：本来は民衆から生まれた音楽をこの社会はすべてもうけにしてきた。ヒップホ

ップも。 

M：今、覆い隠されたり、つぶされたりしている本当の文化が（共産主義になった

ら）出てくると思う。 

 

Ｔ：安倍政権の女性閣僚が介護を家族で、とか女性は家へ、と盛んにいうのは復古

調にみえるがそうではない。これは資本と労働の問題なんだ。 

 

Ｈ：女性の活用とかいって保育園も作らず今度はアジアから子守をさせるために女

の人をこさせようとしている。奴隷制度の再現ではないか。 

 

Ｅ：だいたい、日本の議員はあからさますぎる。品がない。 

 

―マルクス「ブルジョアにとっては、その妻は単なる生産用具にみえる。・・・

ここで問題にしているのは単なる生産用具としての婦人の地位の廃止だ」 
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Ｓ：歌だって民衆の闘いの中から出てきたものが沢山あり、それがまた闘いを大き

くしてきた。 

Ｈ：資本にとって都合の良い何も主張のない音楽はさらにレベルがおちてるよね。 

 

―マルクス「ブルジョアがその失われるのを惜しんでいる教養（文化）とは非常

な多数者にとっては機械になるための修養である」 

  

 

＊共産主義になると女の人を共有する？家族はなくなるの？ 

 

Ｎ：小泉政権の時柳沢という大臣が「女は子供を産む機械でしかない」と発言。 

最近でも都議会で女性議員に「はやく結婚しろ」ヤジ事件がおきた。 

これがかれらの本音なんだと思う。マルクスが共産党宣言を書いた時から何も変わ

っていないブルジョアの考え方。 
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これまで見てきたように、労働階級による革命の第一歩は、プロレタリアートを支配する地位にまで持ち

上げ、民主主義の闘いに勝利することです。 

 

 

 

 

「1871 年、プロレタリアートがはじめて 2 ヶ月にわたって 

政治権力をにぎったパリコミューンの実践的経験からして 

この”宣言“はところどころ古くなっている。 

とりわけパリコミューンは、 

”労働者階級は、できあいの国家機構をそのまま手に入れて、 

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。」 

 

マルクス・エンゲルス(「共産党宣言」1972 年ドイツ語版への序文) 
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第７回：革命 (2015年 1月 25日プチ労 56 by TSUYOSHI). 

（以下、参考にしている「共産主義の原理」は、エンゲルスが「共産党宣言」が書かれる 2 ヶ月前

にその草案として問答形式で書いたもの） 

 

＊「共産主義の原理」問 18－この革命はどんな発展の道をたどるだろうか？ 

 

・プロレタリアがもう人民の多数をしめているところでは直接に、小農民や小市民の多いところで

は間接に、プロレタリアートの政治的支配を打ち立てる。 

 

・小農民や小市民は、いまやっと、プロレタリアートの側に移行し始め、その政治的利益もますま

す、プロレタリアートに依存するようになり、遠からず、プロレタリアートの要求に結び付く。 

 

・民主主義は、私的所有を直接に侵害しプロレタリアートの生存を保障する一層徹底した方策を遂

行する手段としてただちに利用されなければ、プロレタリアートにとってまったく無益なものとな

るであろう。 

☆ここで言う「民主主義」は何か？ 

 2014 年末、首相官邸前で SASPLE の学生たちは「民主主義ってナンだ」と叫んだ。Mくんはプチ

労望年会で「なんとなくの民主主義は終わった。来年は“路上の民主主義”だ」と言った。 

 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＝自由民

主主義」”自由民主主義”はまさに最低の投票率を生んだ今の政権の名前。 

 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”。ギリシャ市民から見れば、民衆が武装し暴動を起こした状態で忌

避すべきものだった。 

 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。暴力の一番大きな階級と階級の

対立を隠蔽するために暴力の国家への一元化を行った。そのかわりに暴力がなくなったのではな

く、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。 

 だから、「均質化」して政治への想像力をなくし最低の投票率を生み出す自由民主主義を打ち破

り、「ほんとの民主主義を闘いとる」というのは、Mくんが以前にレポーターとして言った「わ

れわれは、奪われたすべてのものを取り戻す」こと。 
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プロレタリアートは、その政治的支配力を使って、ブルジョアジーからすべての資本を徐々に奪い取り、あ

らゆる生産用具を国家、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中に集中し、生産力の

総量をできるだけ急速に増大させるのです。  

もちろん、最初は、これは所有権に対する、またブルジョア的生産条件に対する、専制的な侵害なしに

は、達成できません。だから、この方策は経済的には不十分で支持できないものに見えますが、運動が

進むにつれて、自らを凌駕し、古い社会秩序をさらに侵害することを余儀なくし、生産様式を全面的に変

革する手段として、避けようのないものとなるのです。  

 

 

 

1917 年 10 月ロシア革命 
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☆「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」とは、そういう“自由民主主

義と言う名のブルジョア国家”を消滅させていくために、レーニンが後に「ブルジョア国家の代

わりにプロレタリアが打ち立てる国家の定義」としたもの。 

 

＊「共産主義の原理」問 16－私的所有の廃止は平和な方法で可能だろうか？ 

 

・そういうことがおこりうることは望ましい。共産主義者は、誰も反対しない。革命は陰謀ではな

く、情勢の必然的な結果として起こることを知っている。 

 

・しかし、ほとんどすべての文明国で、プロレタリアートの発展が、力づくで押さえつけられてい

ることも知っている。 

 

・このため、プロレタリアートが、とどのつまり、革命に駆り立てられるとすれば、そのときに、

我々共産主義者は、現在、言葉で擁護しているように、行動を持ってプロレタリアの大義を擁護す

るだろう。 

 

 

ボルシェビキの会合(右端レーニン) 
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こういう手段は、もちろん国が違えば、違うものとなるでしょう。とは言っても、最先進の諸国では、次のこ

とはかなり一般的に当てはまるでしょう。 

１．土地所有の廃止と地代の公共目的への充当。 

 

２．重度の累進課税。 

 

３．相続権の全面廃止。 

 

４．すべての国外移民者と反逆者からの財産没収。 

 

５．国家資本をもち、排他独占的な国立銀行による、信用の国家の手中への集中。 

 

６．通信輸送手段の国家の手中への集中。 

 

７．国有の工場および生産用具の拡大。共同計画にしたがった荒廃地の耕作化と一般的な土壤改良。 

 

８．全員に対する平等な労働の義務化。産業軍、特に農業のための産業軍の創設。 

 

９．農業と工業の結合。農村部へのもっと平等な人口分散による、都市と農村との区分の段階的廃止。 

１０．公立学校での全児童に対する無料教育。現在の形態での児童の工場労働の廃止。教育と産業生

産活動との結合、等々。  
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☆革命時の諸方策の補足 （⇒は「共産主義の原理」問 18の内容） 

 

 

 

１． 土地所有の廃止（地代は公共支出に使用） 

⇒(2)地主、工場主、鉄道所有者、船主の財産を一部は国有産業の競争により、一部は直接

に政府紙幣での補償により、徐々に収用。 

 

２． 強度の累進所得税 

 

３． 相続権の廃止⇒(1)累進税、高度の相続税、傍系（兄弟、甥など）相続の禁止、(11)私生児

に嫡出子と平等な相続権。 

 

 

４． 亡命者、反逆者の財産の没収 

 

５． 国立銀行により信用を国家に集中  

 

 

６． すべての交通・運輸機関を国家に集中 （あと、今風には電力・ガス・水道・ごみ収集など） 

 

７． 国有の工場と生産手段の増加 農地の開墾と改良 

⇒(4)国有農場・工場・作業場で、プロレタリアを雇用し、労働者間の競争をなくし、工場

主がまだ残っているあいだは、国家が支払うのと同じ水準に引き上げられた賃金を支払わ

せる。 

 

８． すべての人の平等な労働義務 産業軍の編成（特に農業のために） 

⇒(5)私的所有が完全に廃止されるまで 

 

９． 農業と工業の経営の結合 住民の均一の配分による都市と農村の対立の解消 

 

１０．すべての児童の公立学校での無償教育 現在の形での児童の工場労働の廃止 教育と産業

生産の結合  

⇒その他(9)国有地に大住宅をつくる、(10)粗末に作られた不健康な住宅と市区をすべて破

壊する。（あと、今なら医療の無料化） 

 

 



96 

 

発展が進むにつれて、階級の区分が消滅し、あらゆる生産が全国民の巨大な協同体（注８）の手の中に

集中されてくると、公的権力はその政治的性格を失うでしょう。本来そう呼ばれる政治権力とは、単に他

の階級を抑圧するためのある階級の組織化された権力にすぎません。 

プロレタリアートは、ブルジョアジーとの闘争の期間は、諸情勢の力で、自分たちを一つの階級として組織

化ぜざるを得なかったのであり、革命という手段によって、自分たちを支配階級とし、暴力的に(注９)古い

生産条件を払拭するならば、次にはこういう条件が整いしだい、階級対立および階級一般の存続条件を

払拭し、それによって階級としての自らの支配を廃止するでしょう。  

古いブルジョア社会、その階級と階級対立に代わって、私たちは、各人の自由な発展が全員の自由な発

展の条件となっているような協同社会(注１０)をもつことになるのです。 

 

ハナコとヒデの台湾みやげ薬膳鍋「焼酒鶏（ショーチューケイ）」 

三里塚さつまいもの中華煮と三里塚人参の中華風炊き込みご飯 

 

(注８) 永江さん訳は「広範な結合」 英語訳は、a vast associationで associstion自体、まずは「結合

された形」を指すこと、また、文末に書かれた新しい社会も同じ語なので、協同体とした。 

(注９) 英語訳では、sweeps away by force the old conditions すなわち「暴力的に古い条件を一掃す

る」。永江さんの訳では、この「by force―暴力的に」が抜けているので補充。「暴力」の言葉は、岩波文庫

訳とかでは、「強力」などという日本語ではない訳になっているが、「Force」というのは、スターウオーズ

の”フォースの力”と同じ言葉。 

(注１０) 永江訳は「団体」 英語訳は ASSOCIATION 
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☆協同社会とはどんなものか 

 

＊「共産主義の原理」問 20―私的所有を最終的にとりのぞいた結果はどうなるか？」 

 

・（資本の競争の結果である）恐慌がなくなる。（その現象である）過剰生産は、社会の悲惨を引き

起こす代わりにあらゆる人の欲望を満たす保証となる。私的所有の圧迫から解放された工業、農業

はすべての成員の欲望を満たす十分な生産物を創りだす。 

 

・工業、農業を相当の高度な段階に引き上げるためには、農業も工業も経営できるように、人間の

能力も同じように発達しなければならないので、階級の存在の原因である分業がなくなり、階級対

立はよけいであるばかりでなく、新しい社会秩序と両立しないものになる。 

 

・社会全体の生産の共同経営や生産の新しい発展は、全く別の新しい人間を必要とし、またこれを

生み出すだろう。各人がただ一つの生産部門に従事し、その部門にしばりつけられ、その部門によ

って搾取され、他のすべての素質を犠牲にしているような今日の人間では生産の共同経営などやれ

ない。⇒今はもっとそう！ 

 

・教育は、若い人々が、生産の全体系を非常にはやく経験できるようにし、彼らが、社会の必要や

各人の好みに応じて、生産部門の系列を順々に移ることが出来るようにするだろう。こうして共産

主義になった社会では、各人に、彼らの全面的に発達した素質をあらゆる方面に伸ばす機会を与え

るだろう。 
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☆プチ労での試算―協同社会：労働者の社会☆ 

今の日本の生産力をもとに労働者の社会は“十二分にまわる”！ 

 

 

☆試算の考え方： 

１．搾取をとり戻す 

２．人間らしく生きるための収入を得る 

３．そのための共同の財産を維持・発展させるのに必要な社会の費用を出し合う 

 

☆試算の条件： 

１．労働時間を 3 分の２に減らす 

２．失業（潜在失業者を含めて今 1 千万人）をなくす 

３．時給は今と同じ水準だが一律保証（税金・社会保険料の負担なし） 

４．働けない人と子どもに一律の年金 

５．医療費と教育費無料、住宅費補助 
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☆継続革命 

 

＊「共産主義の原理」問 19―この革命はただ 1 国だけでおこりうるだろうか？ 

 

・いや、おこりえない。大工業は世界市場をつくりだして、すでに地球上のすべての人民、とりわ

け、文明国の人民を互いに結びつけているので、どこの人民も、よその国に起こったことことに依

存している。 

 

・さらに、大工業は、ブルジョアジーとプロレタリアートとを、すでに社会の二つの決定的な階級

にし、また、この二つの階級のあいだの闘争を現在の主な闘争にした。この点で、大工業は、文明

諸国における社会の発展を、すでに均等にしてしまっている。 

 

・だから、決してただ 1 国だけのものでなく、すべての文明国で、すくなくとも、イギリス、アメ

リカ、フランス、ドイツで、同時に起こる革命となるだろう。 

 

☆その後、実際には、労働者・兵士・農民により 1917年ロシア革命、1918年ドイ

ツ革命。しかし、イギリスなどでは引き続いて労働者の革命は起こらなかった。 

イギリスなどさらに進んだ資本主義国では、先行者としての余剰を使ってブルジョ

アが労働者の待遇を相応に改善したため労働者に「中流の意識」が芽生えた。 

ドイツも同様に革命後、「労資協調」が強まり「ワイマール共和国」となり、労働

者の不満はナチスと結びついた。 

第二次大戦後、これら先進資本主義国の高度成長を経て、今の日本も、あなどりが

たい「中流の意識」がある。しかし、1990年代を境としたグローバリズムのなか

で、あらためて、先進資本主義国のなかに、成長の限界、中流の崩壊、格差の圧倒

的拡大、労働者の権利崩壊が進んでいる。 
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＜第 7 回まとめ：東北の生コン労働者、初！スカイプ参加で力を

もらい、私達は“革命の準備”をしてるんだと実感したプチ労＞ 

遠隔地で仕事をしている青年 Hがプチ労初のスカイプ（注：インターネットのテ

レビ電話）で参加。復興のために東北で生コン労働者として働く彼は一段と成長し

た姿をみせてくれた。  

「復興と言っているが期限をつけられ、労働者がオリンピックで東京に行ってし

まし、人手不足で仕事がはかどらないのに、期限を過ぎると仕事は打ち切られてし

まう」という生々しい現実を語った。仲間と話しをずっとして年末の選挙で全員が

各地方から住民票を取り寄せて不在者投票をした。  

「一緒にテレビをみていると今回のイスラム国のテロ行為に”やっぱ、イスラム

はおかしい”といった感想が出る中で、”どうしてこういうことがおきるのか、イ

ラク戦争はどうだったのか”を話していった。」  

彼は「みんなで一緒に生活しているから言えるっていうのもあるけど、職場で話

していくの大事だな思う。労働者になって変わった。」と言ったが、寝食ともにし

ながらの労働組合の原点を見たような気がする。  

原発事故以前からずっとプチ労で一緒に学んでデモに参加してきた彼が、原発は

労働の問題ではないかと言っていた彼が、労働の現場に入って教えてくれた。  
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前にレポーターしながらＭくんが言った「民主主義を、奪われたすべてのものを

奪い返すんだ」が、今日のマルクスの「労働者革命の第一歩は、民主主義の闘いに

勝つために、プロレタリア階級を支配階級の地位に高めること」の“民主主義”の

意味だと思った。  

「共産党宣言」の「革命後の社会での分業の廃止」にからんで、「生コン現場で

は、みんながお互いの仕事知っていて、そんなに分業ってないんです」ていう Hく

んの発言も印象的。  

悩みながら、時になかなか変わらないまわりにトーンダウンしながら、でも確信

してきたものをこの場ですりあわせながら、 

今日の共産党宣言第二章の終わり「革命」を学びながら、私たちは“革命の準

備”をしているのだとはじめて思えるプチ労だった。  

なかなか動かない現実のなかでも、「自分をつきうごかした”あの感動”を思い

出そう！」とＴは呼びかけた。  

なかなか動かない現実だからこそ、さらに踏み込んだ学習と議論が必要だと思っ

た。  

一人が感動して動いたことが沢山の人をまた奮い立たせたことを思い出そうと話

した。今日も沢山の力をもらった。 
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第４章 様々な現存の反対党と比較した共産主義者の立場 

第２章では、共産主義者と、イギリスのチャーチストやアメリカの農地改革派のような現存する労働階級

党との関係を明らかにしました。  

共産主義者は当面の目的を達成するためや労働階級の一時的利害を強要するために闘います。 

しかし現在の運動ではまた、運動の未来を引き受け(注 11)、代表してもいるのです。 

 

 

(注 11) この「未来を引き受ける」の文は各邦訳にはないが、エンゲルス英語版では、”represent and 

take care of the future”で「運動の未来を引き受け代表する」 
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NAZEN：すべての原発いますぐなくそう！全国会議 
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フランスでは共産主義者は、保守的ブルジョアジーや急進的ブルジョアジーに対抗して、社会民主主義者

と同盟していますが、しかし大革命から伝統的に受け継いだ空文句や幻想については、批判的立場をと

る権利を保持しています。スイスでは、共産主義者は急進派を支持しています。しかしこの党が一部はフ

ランス的な意味での民主社会主義者、一部は急進的ブルジョアという対立する要素から構成されている

ことを、見落としてはいません。  

ポーランドでは、共産主義者は国民解放の第一条件として農業革命を主張する党を支持しています。こ

の党は１８４６年のクラカウ反乱を引き起こした党です。  

ドイツでは、共産主義者は、ブルジョアジーが、絶対君主制、封建的地主階級、プチ・ブルジョアジーに対

抗して、革命的にふるまっている限りで、ブルジョアジーと共闘しています。  

しかし、共産主義者は、労働階級にブルジョアジーとプロレタリアートの間の敵対について、できる限りは

っきりと認識することを教え込むことを、一瞬たりとも止めません。それは、ブルジョアジーが支配権を手

にすると必然的に導入するにちがいない社会的、政治的条件を、ドイツの労働者がただちに、ブルジョア

ジーに対する多くの武器として、使えるようにしておくためであり、ドイツで反動的階級が没落したら、直ち

にブルジョアジーそのものとの闘争を始めるためなのです。  

共産主義者はその注意を主にドイツに向けています。それはドイツが、ヨーロッパ文明のもっと進んだ状

態の下で、また１７世紀のイギリスや１８世紀のフランスよりももっと発展したプロレタリアートをもって行わ

れるブルジョア革命の前夜にあるからです。それにまた、ドイツのブルジョア革命は、その後直ちに引続く

プロレタリア革命の序曲でしかないからです。 

手短に言うと、共産主義者はどこでも、現存する社会的、政治的秩序に対するあらゆる革命的運動を支

持するのです。 

こういう運動のすべてで、共産主義者は所有問題を、その時それがどんな発展度合にあろうとも、それぞ

れの運動の主要問題として、前面に立てます。  

最後に、共産主義者はどこでも、あらゆる国の民主主義政党との同盟と協調に努めます。 
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                     春のパエリア（うど、新牛蒡、菜花、タラの芽、こごみ入り） 
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共産主義者は、その見解や目的を隠蔽することを、軽侮します。 

The Communists disdain to conceal their views and aims. （注 12） 

共産主義者は、その目的があらゆる現存する社会条件を暴力的に打倒することによってだけ達成できる

ことを、公然と宣言します。 

They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social 

conditions.  

支配階級は、共産主義革命に恐れおののけばよいでしょう。 

Let the ruling classes tremble at a Communistic revolution. 

プロレタリアは束縛の鎖以外に失うものはありません。 

The proletarians have nothing to lose but their chains.  

プロレタリアには勝ち取るべき世界があるのです。  

They have a world to win. 

 

すべての諸国の労働者は、団結しよう！  

Working Men of All Countries, Unite! 

 

(注 12)このページには、エンゲルス英語版原文をあわせて載せた。 
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＜最終回まとめ＞ 

共産党宣言を交替のレポーターで一年やってきた最後の討論も面白いものになっ

た。 

「人間が人間らしく生きられる社会を私達自身が主体となって創ろうよっていうの

が革命運動だと私は思っていて、この本でいう共産主義革命はそれのこと。その意

味で、ここにいる皆さんが革命家だと私は思っている。」というレポーター。  

 

初めての参加者で、チェルノブイリから反核運動をされて、憲法カフェや高江の映

画を上映もする出会いの場を作り、今は無農薬の自家農業をされている Oさんと太

郎ボランティアから一緒にデモに参加しているＨさんからは、「よくわからないが

漠然と、新しい共産主義というものが必要？」「言っていることの多くがいいとも

思うのだが、すりこまれているからか”暴力的に”というところとか」“共産主義

というものへの違和感”が話された。 

それに対して常連からは、 

「今、これだけ生活が苦しくなっているのをなんとかしたいしすべき」 

「中国やソ連はどうなのよとも思うけど、今、誰もかれも安倍に怒っているのに、

なんともできないことにすごいいらだちを感じる」 

「暴力革命といっても、国家がやっていることこそ暴力ではないのか」 

「私は労働者階級というより生活者としておかしいことはおかしいと言っていきた
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い」 

「私は以前から共産主義や共産党がわりと身近なものと感じてきた」 

「最初そうでもなかったんだけど、第 1章をやって、やはり今の社会じゃという”

証明”みたいのができて、第二章で誰がということがやはり労働者だと思った。こ

の間、反原発や反秘密保護法など自分がやってきたことも考えあわせると自分もそ

ういう意味で共産主義者かもしれない。労働者には力があるのだからそれが自覚で

きれば変えられると思う」 

「それを自覚するには、”気づき”のためにもっともっとやっていかなくては」 

といった自分の足元からの発言が次々でできた。 

「気仙沼近くではマンションや住宅が建てられているが、仮設から出れない人はそ

こにも入れない人たちで、そこにも格差が出てきてしまっている」というレポート

もされた。 

レポーターが言っていた共産主義者は①労働者の現状を聞き取り②世界の現状を暴

露し③行動する、これを繰り返していくことで共産主義者自身が鍛え上げられ労働

者蜂起の日をたぐりよせるということ。 

①から③を実際にご自身も実践し運動を作ってきた方でも”共産主義の違和感”を

話されること。むずかしさも感じるが、でも、そこをもっと話していくことの必要

と、プチ労で勉強してきた仲間たちの変化とを感じられた。 

そういう話し合いの場を持てたこと自体、希望だと思った。 
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あとがきに代えて 「群れる」 

プチ労のゲストとして講演してくれた「迎賓館・横田事件政治的冤罪裁判」で 

国家の暴力と 29 年にわたり闘い続ける十亀さんが団結と革命を謳う詩です 

～群れる 十亀弘史～ 

 

「群れるのは嫌いだ」 

「群れない美学」 

などと仰る 

いい気なもんだ 

 

あなたたちは 

自分一人で生きてると思い込み 

自分がどれほど 

多くの人たちと繋がっているのか 

少しも想像力を 

働かせようとしない 

 

あなたが履いているなめらかな靴を 

いつ・どこで・誰が・どのように作ったのか 

あなたが着ている柔らかなシャツを 

いつ・どこで・誰が・どのように作ったのか 

あなたが見詰める巨大な高画質テレビを 

いつ・どこで・誰が・どのように作ったのか 

 

そしてそれらを 

いつ・どこから・誰が・どのように 

あなたの手元に届けたのか。 

それらのことをあなたは 

知ろうとしない 

 

あなたのズボンとシャツと上着を 

あなたの万年筆とワインと車を 

あなたの椅子と机とベッドを 

あなたの身の周りのあなたが目にする 

あらゆる小物と大物を 

作ったのは私たちだ 
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非正規雇用を強いられ 

深夜にも働くから 

まっ白い顔をして 

暮れかかる道を歩き 

工場の門をくぐる 

私たちだ 

 

掌が荒れた私たちに 

「美学」など無用だ。 

そして 

私たちは遠慮なく群れる。 

 

「美学」など要らない者と 

「美学」を誇る者と 

もっとあらわに言えば 

カネを持たない者と 

カネで全てが買える者と 

 

そんなふうに人間が 

二分されている社会を 

憎むからこそ 

私たちは群れる 

 

私たちは互いに 

苦しみを共有する 

悲しみも 

怒りも 

そして歓びも 

 

勘違いするな。 

群れることは 

個性を殺すことではない。 

私たちは十分に個性的だ。 

 

１人ひとりそれぞれに 

どれも異なる 

自分の生命を 

きっぱりと 

生きている。 
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だから 

群れることを 

恐れないだけだ。 

 

私たちは 

群れることから学び 

群れることによって 

自らを変え 

 

群れることによって 

自己を解き放つ力 

社会を変える 

力を育む 

 

私たちはそのことを 

団結と呼ぼう 

 

団結が生みだす 

私たち 

働く階級の 

強い拳が、 

 

「群れない」と言いつつ 

実はしっかり群れて 

出来合いの汚れた砦の中で 

蠢いている、 

 

そのような 

あなたたちの階級と 

その国家 

その権力を 

一気に打ち倒すことを 

 

私たちは 

鍛えられて 

労働現場に響く 

鋳鉄のような声で 

革命と呼ぼう 
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りんたろう SHOBO の趣旨（2008 年 9 月） 

 

素敵に働くこと、そうできる世の中をつくること 

グローバリゼーション、マルクスが批判した資本主義が世界の隅々に広がった。 

戦争、差別、貧困が増大し、労働が Enjoyできないし、食えない。 

労働は、ひとのために素敵な、大事な価値をつくること。それは素敵に生きること。 

だから、あらためて、“素敵に働くこと”を追求したい。 

それは、同時に、“資本に支配しきれない労働”を追求すること。 

グローバリゼーションに抗するために、賃金労働での資本との闘いと、 

“資本に支配しきれない労働”をさらに渦のように大きくすること、が必要。 

子供をつくり育てること、食事をつくること、洗濯・掃除をすること、 

“介護”すること、絵を描くこと、歌を、文を、ものを、場をつくること。 

これらの“非賃金労働”は、“資本に支配しきれない労働”の大事な、強力な候補。 

忘れてはいけない、賃金労働が“素敵に働くこと”になることを。 

店主も３０年、“協同組合の会社”で Enjoyもしてきた。 

ただ、グローバリゼーションの日本で、今、非正規賃金労働者は３割を超えた。 

それは、まず、“生きさせろ！”。 

“生きさせ、生きる”ためにも、“資本に支配しきれない労働”で資本を包囲する。 
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