
プチ労ブックレット No.3（仮②） 

 

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。 

 

第二分冊 

 

2015 年 5 月 24 日プチ労その 61 

第二回「1905 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． 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 
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2015 年 4 月 26 日プチ労その６０ 

第二回 1905 年の革命 
 

第一回「前史」：ソビエトのモデル「パリコミューン」と「8 時間労働制の闘

い」を中心に欧米労働者の盛んな闘いの歴史の上で、急速な工業化と皇帝の抑

圧のロシアでは、20 世紀初頭、欧米でもまれな労働者の「政治スト」が盛り上

がり、未だ方向性を見出しえない多数の農民とともに、「革命への圧力」が強

まっていた。その状況を前に、レーニンたちの党は、「革命の党とは何か」を

めぐって分裂した。 

１． 「血の日曜日」 

1904年 2月日露戦争が勃発した。急速な高度成長に伴う労働条件の悪化

と戦争への動員に対して、労働者の抵抗は続き、12月には、バクーの石

油採掘労働者のストライキが勝利し、初の団体協約を結んだ。 

 

さらに、年末、3万人の労働者が働くロシア最大の重機械工場、首都ペ

テルブルグのプチロフ工場で 4人の労働者が解雇され、その解雇撤回を

求めて、年明け 1905年 1月 3日からストライキが始まる。 

 

プチロフ工場のストライキが、7日には、ペテルブルグ 382工場 10万人

のゼネラルストライキに広がる。 

そして、9日には「血の日曜日」を迎える。 

 

4年前に一部合法化された労働者団体のうち「労働者協会」の呼びかけ

で、その指導者、社会革命党の神父ガボンを先頭に 15万人が、皇帝に

対する平和的な請願行進を行った。しかし、皇帝は軍隊により無差別に

銃撃させ、千人以上の死者、2千人以上の負傷者を出した。 

 

皇帝の前で読み上げるはずだった請願書は、「我々は専制で窒息してい

る。雇主は、我々が生きていくことが苦しみでなくするよう待遇改善を

求めてもすべて拒絶する。我々には何の人権もなく、皇帝の官吏は我々

を奴隷にしている。」ではじまる。 

 

そして、「労働者法的保護・8時間労働・戦争中止・憲法制定」を求



め、、「陛下の人民をお救い下さい」と結ばれていた。 

 

無差別な虐殺の翌日、ゼネラルストライキは全国に広がり、ストライキ

参加者は、いままで 10年間のスト参加者累計と同じ 44万人に及んだ。 

 

 

 
 

血の日曜日 

 

 

 

請願行進の指導者神父ガボン：社会革命党員。 

1906 年、「警察スパイ」の理由で社会革命党により絞首刑 

レーニンは、「血の日曜日」の数週間後、逃亡してきたガボンの「全ての土地を人

民へ」というスローガンに感心し長時間話し込んだ。 



２． 革命を担うプロレタリアと労働組合 

―合法的労働運動は社会主義運動の新しいより広い基盤 

この動きは、社会主義者が積極的に指導したわけではなかった。しか

し、レーニンは亡命の地スイスでこのニュースを聞いて 2日後、彼らの

新聞「フペリョード（前進）」に感激して書いた。 

 

「労働運動の最も偉大な出来事だ。合法的な労働者協会は警察の配慮を

受けていたが、次第にその矛先を専制に向け、プロレタリアの階級闘争

の爆発になりつつある。」 

 

そして、「合法化は、社会主義者がなかなかふるいたたせられないよう

な人たちを運動に引き入れるだろう。一旦、運動に入った労働者はさら

に前進するだろう。だから、合法的労働運動は社会主義運動の新しいよ

り広い基盤になるだろう。」 

彼が、労働組合をあらためて見直した瞬間だった。 

 

―プロレタリアがブルジョア革命を担える 

2年前分裂した社会民主労働党のうち、レーニンたち「ボルシェビキ」

は、「血の日曜日」の 3ヶ月後、4月にロンドンで第 3回大会を開く。 

 

そこで、「血の日曜日の請願項目は、ほぼ 1792年のフランス革命で実現

済みの内容であり、この革命はブルジョア民主主義革命だ。しかし、闘

争の動力はプロレタリアで、プロレタリアが、この革命の指導権を獲得

し、最後まで遂行する。農民と同盟し、武装蜂起し臨時革命政府を樹立

し、ツアー政府を打倒する。」方針を決めた。 

 

これに対して、マルトフたちの「メンシェビキ」は、同じ 4月にジュネ

ーブで協議会を開き、「ブルジョアが改革に尻込みしないように、プロ

レタリアートは、この革命には参加せず、労組の経済闘争の発展が党の

主要任務とする。」と決議。 

 

その上で、「専制打倒などの政治任務を党の主要任務とするのは、“憎む

べき革命的狭隘性”」とした。 



レーニンはこれを「日和見主義」として徹底的に批判。 

「血の日曜日」の請願書の冒頭にもあるように「今、大衆は、専制の圧

力で窒息し、資本主義の発展の“不足”で苦しんでいる。一方、ブルジ

ョアは、労働者の運動の爆発をおそれ、専制の抑圧を完全に取り除くよ

りも、一部は専制の力を借りて抑えようとする。」 

 

「だから、この民主主義革命は、ブルジョアよりもプロレタリアートに

極度に有利で、無条件に必要なもの。中途半端に解放され貧困に喘ぐ農

民もリードして、プロレタリアートこそがこの革命を徹底的に首尾一貫

して担えることがどうしてわからないのか。」 

 

―“革命政府の萌芽”ソビエト。その基本的力は労働組合 

5月になると、「専制打倒」を掲げた政治ストが全国でさらに広がる。 

一方で、各地で、労働者は、ロシア語で「会議、協議会」と言う意味の

ソビエトを自分たちの代表組織として創造した。 

 

最初のソビエトは、イヴァノヴォ・ソビエト（ロシアの繊維工業の中心

都市）で結成されたが、「ゼネラルストライキから、このストライキを

きっかけとして、このストライキのために生まれた。」(レーニン)  

 

労働者代表ソビエトは、主要都市で結成され、9月には、トロツキーが

ペテルブルグソビエトの副議長になる。彼によれば、 

 

「未曾有の革命的積極性をとっさに発揮することを求められたプロレタ

リアートは、戦いの規模と課題の壮大さに即応する組織をいかなる犠牲

を払ってでも、自分たちの胎内から生み出さなければならなかった。」 

 

ストライキから生まれた労働組合は工場を、ゼネラルストライキから生

まれたソビエトは、労組と住民の代表により都市と地域を担った。レー

ニンは、「ソビエトは戦闘的な組織で、すべての革命勢力を統合できる

“革命政府の萌芽”。その基本的力は労働組合」とした。 

 

そして、レーニンたちは、ソビエトの動力としても、労働組合の建設と

合法化に取り掛かり、8 月から 10 月の間に、ペテルブルグで 40組合、

モスクワで 50組合、オデッサで 30組合が立ち上がった。 



３． 戦艦ポチョムキンの反乱 

―労働者 Striker⇒農民蜂起⇒兵士の反乱 

この時期の経済的ストと政治的ストは独特に絡みあっていた。 

レーニンは言う。「工場の賃労働者が直接・即時の改善を資本家から勝

ち取った実例を、広範な大衆が毎日目の当たりに見て、新しい精神がロ

シアの全大衆に入り込んだ。農奴的な信心深い従順なロシアは、本当に

生まれ変わった。」 

 

1905年初頭に全国でストライキの最初の大波が起こると共に、春には、

最初の大農民運動が目覚めた。 

 

「“罷業者＝Striker”という言葉は、農民の間で新しい意味を持つよう

になった。以前は“学生”という言葉で表された反逆者や革命家と同じ

意味に。”学生“はよそものであったが、”罷業者＝Striker”は仲間だ

った。農村にも彼らと打ち解けて話す若い農民が現れた。」 

 

「この始まったばかりの農民運動と都市のプロレタリアの大衆ストライ

キとが結合しただけで、専制の最も"強固な“支柱、最後の支柱を動揺さ

せるのに十分だった。海軍にも陸軍にも兵士の反乱が始まった。」 

 

―腐った牛肉に怒る水兵 

6月,ロシア黒海艦隊に所属する戦艦ポチョムキン艦上において、乗組員

の食事用の肉にウジ虫が湧いていたことをきっかけに反乱が発生。 

 

ポチョムキンの水兵たちは、艦を制圧し、「市民の自由」と「土地をよ

こせ」をスローガンにしたオデッサ市民・農民と連帯し、暴虐な弾圧を

加える皇帝の軍隊と対峙する。 

 

 

＊右写真は、1905年の革命の 20周年記念として、ロシアアヴァンギャ

ルドの一翼を担うエイゼンシュタイン監督による映画「戦艦ポチョムキ

ン」から。 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%ED%A5%B7%A5%A2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%ED%A5%B7%A5%A2
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%EF%B4%CF%A5%DD%A5%C1%A5%E7%A5%E0%A5%AD%A5%F3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%DD%A5%C1%A5%E7%A5%E0%A5%AD%A5%F3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B9%C4%C4%EB


 
 

腐った牛肉に怒る水兵たち 

 

 

オデッサの虐殺 



４． 第一次ブルジョア革命 

―10月勅令 

ぐらついた皇帝とその体制は、日露戦争に破れ、9月にポーツマス条約

を結ぶ。一方、全国で政治ゼネストは、10月に入り、工場労働者だけで

も参加者 50万人と膨れ上がり、皇帝はやむなく、10月勅令を発し、「ド

ゥーマ（国会）開設、言論・結社の自由、憲法制定」を約束する。 

 

これは、自由主義ブルジョアに歓迎され、レーニンも「逮捕の危険が減

った」と 11月に帰国する。 

 

その 11月には、「土地をよこせ、小作料下げろ、作男賃上げしろ」を掲

げた農村騒乱が頂点となり、全国郡の１/３にも達した。 

 

これらの動きは、欧米にも影響し、ドイツでは、非熟練工の組合員が急

増し、労働組合員数が 134万人にもなり、この頃、ストライキは 2300

回、50万人に参加者となった。また、アメリカでも、非熟練工の増加に

ともない、世界産業労働組合(IWW)が結成された。 

 

―モスクワ蜂起失敗 

しかし、10 月勅令で譲歩し、それで満足した自由主義ブルジョアを見方

に付け直した専制の労働運動への弾圧は次第に強まり、12 月 3 日には、

武装蜂起を計画していたペテルブルグソビエトが解体される。トロツキ

ーは逮捕、シベリア流刑護送中に脱走し、ウイーンに亡命。 

 

ペテルブルグに代わり、7 日に、モスクワソビエトが、全国でゼネスト

を続ける鉄道労組等と 10 月勅令の「憲法制定」などの約束を履行しな

い専制に怒る大衆に支えられ、15 万人で「専制打倒」に武装蜂起。 

 

しかし、9 日間の市街戦の末、結局、「土地を」というスローガンが明確

でないことなど、農民出身が多い兵士が合流せず、また、他の都市での

蜂起も連動せず、政府軍に破れ失敗する。 

これが、1905 年革命の「頂点」となった。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%BC%E3%83%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A5%E3%83%BC%E3%83%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95


 

「市民の自由」を喜ぶ中産階級 

―ムチとアメ 

その後、専制の弾圧は苛烈を極め、急速に建設された労働組合は、1906

年から 1912 年のあいだに、閉鎖に追い込まれた組合 600、起訴された

組合 700、指導者の逮捕は 900人に及んだ。また、1908年から 1910年

の 2年間で、28千人が処罰され、5千人が死刑になった。 

レーニンは、逮捕を何とかのがれ、1906 年 8 月再度亡命した。 

 

一方、中途半端な農奴解放の結果、当時、ロシア総有用土地 3億 haの

うち 50％が共同体分与地、20％皇室、残り 30％が大地主 3万人の所有

のままだった。 

 

この状況を踏まえて、「土地をよこせ」という農民に対して、1906年 11

月新土地法が定められ、「土地私有制」「農民の土地売買自由化」がされ

た。 

 

新土地法で 250万農家が６％の土地を私有した。しかし、一部の富裕農

民に対して、分与地を売却しプロレタリア化した農民が 500万。さらに

零細分与地にしがみつく多数の零細農民が生まれた。 

 

―ストルイピンのクーデター、第一次ブルジョア革命終了 

1907年 6月には、宰相ストルイピンが、「6.3クーデター」を起こし、

国会を解散し、社会民主労働党議員を逮捕し、選挙制度を再び大地主中

心に改悪して、第一次ブルジョア革命に終止符を打った。「専制は多少

の肋骨を失いながらも、強くなり試練をくぐりぬけた。」(トロツキー) 



５． 党と労働組合 

―政治に関わるな！労働組合の「中立」 

ドイツでは、労組指導者が、足元の非熟練工の闘争の激しさと 12月の

モスクワ武装蜂起と敗北に肝をつぶした。 

 

もともと、労働組合が社会民主党よりも 20年も早くできて党より強

く、熟練工の労働者を中心に資本との"折り合い主義“をとってきた。

さらに、党に対して「干渉するな。」と、政治闘争に反対し、「労働組合

の中立」を主張。 

 

ロシアの「メンシェビキ」も、専制の苛烈な弾圧を恐れ、その指導者プ

レハーノフは、「専制に対して、労働組合はまだ弱く、そこで、無理し

て社会主義思想を導入すると反対に行ってしまう」と「労働組合の党か

らの中立」を主張し始める。 

 

そして、1906年 4月に「ボルシェビキ」と「メンシェビキ」の統一の大

会として、ストックホルムで開かれた社会民主労働党第 4回大会で、

「メンシェビキ」代議員が多く、「無党派労働組合賛成」決議が通る。 

 

－党と労働組合 

労働組合を革命の基本的な動力と見ていたレーニンは、これらの動きに

あらためて、「日和見主義」として、猛然と反撃する。 

 

「労働組合は、幅広く労働者が加入し、執行部の選挙も通じて、プロレ

タリアートの意志が確認できる組織。革命の動力として、労組への党の

指導は堅持する。」 

 

「労働者の状態の改善のために労働者の広い統合のために中立性が必要

だというが、階級の矛盾が激化して、様々な政治的意見の相違が労働組

合にもすでに持ち込まれており、その議論がプロレタリア解放のために

喫緊の課題。」 

 

「ただし、中立性と自主性は違う。党の指導というのは、長期の困難な



啓発・教育によるもの。労組の独自性を尊重し、党派のレッテルを貼っ

たり、党の綱領を押し付けたり、党の下部組織になるよう強制してはな

らない。」 

 

そして、1907年 6月、ロシア社会民主労働党の第５回大会がロンドンで

開かれたとき、今度は、「メンシェビキ」を「ボルシェビキ」が上回っ

ており、「労組への党の指導の堅持」を決議した。 

 

さらに、8月に、シュツットガルドで開かれた第二インタナショナル第

7回大会でも議論し、「労働組合と党との真摯な相互関係」という決議を

勝ち取る。 

 

その上で、1912年 1月に、12人の少数だったので協議会だが、プラハ

で開かれた社会民主労働党の第 6回協議会では、「労働組合中立を主張

するのは、党をなくそうとしているのと同じ」だとして、プレハーノフ

たちを除名する。 

 

―アナルコ・サンディカリズム（無政府組合主義） 

一方、ドイツと同じく、労働組合が党よりも 20年早くできているフラ

ンスでは、このころ「無政府組合主義」が宣言された。 

 

1906年、アミアンで開かれたフランス労働総同盟の大会で「アミアン憲

章」が採択された。その内容は、①労組が労働者階級の唯一の組織であ

ること、②プロレタリアの党やプロレタリアの独裁は必要ない、③労組

のゼネストと武装蜂起で資本主義制度をくつがえす、④その後労組によ

る社会の生産、分配、管理を行う。 

 

レーニンは、これに対しては、「この無政府組合主義は、上層の労働者

が資本家と協調するなかで、取り残された中下層労働者の支持で潮流と

なった。労組の団結で断固資本主義を転覆する姿勢など、ここから学ぶ

べきもの多くある。」 

 

その上で、「結局、国家をどうしていくか考えないので、ブルジョアの

付属物にしかならない。ロシアでも“蔓延”しつつあるが、党とし

て、”生気あるもの“を取り込んでとり戻さねばならない。」 



６． 「革命の敗北」 

―なぜ革命は敗北したか 

レーニンは言う。「労働者代表ソビエトは多くの都市で新しい国家権力

として実際に機能していた。残念なことに、この時期はあまりにも短

く、まだ孤立的だった。」 

 

「農民運動は大規模なものになった。残念なことに、農民が破壊したの

は貴族屋敷総数の 15分の一に過ぎなかった。また、農民の行動はあま

りにもばらばらで、非組織的で、非攻撃的だった。」 

 

「大衆の革命的動揺は兵士をもとらえた。反乱の中心は、軍服を着た労

働者と農民で、運動ははじめて人民的になったので、勤労大衆の大多数

を捉えた。」 

 

「欠けていたのは、一方では、大衆の堅忍と決断。他方では、軍服を着

た革命的社会民主主義的労働者の組織だった。彼らは。革命的軍隊の先

頭に立ち、政府権力に対する攻撃に移ることをあまりにも理解していな

かった。」 

 

トロツキーは言う。「革命勢力はいずれもそのときはじめて立ち上がっ

たのであり、経験もなければ決断力も不足していた。」 

 

「専制をぐらつかせるだけでは不十分で、さらにくつがえさなければな

らないと明らかになったまさにその時に、自由主義者は革命に背を向

け、ブルジョアが民衆と急激に断絶した。」 

 

―「敗北」の反響 労働者の「意識」 

 

当時の現場の雰囲気としてトロツキーは言う。 

「1907年から 1911年は、工業危機と軌を一にして、そうでなくても無

力になったプロレタリアを疲弊させた。2,3年前なら、警察の個々の専

横に一斉のストを行った工場が当局のいかにも不埒な犯罪にも無抵抗で

放置する。大きな敗北が人々を途方にくれさせる。」 



「革命分子は影響力を失い、大衆の意識の中で、燃えきっていなかった

偏見や迷信が頭をもたげる。懐疑主義者は皮肉っぽく首を振る。」 

 

閉塞感のなかで、レーニンとともに「ボルシェビキ」の指導者だった医

者で哲学者という多才なボグダーノフは、「労働者が革命をやりきらな

いのは、この社会でいいというブルジョア文化に染まっているから。」 

 

そして、「革命後のプロレタリア文化を創りだしていくべき。我々の

“社会・経済構造のもとでは、抑圧されているものは立ち上がる”とい

う認識の仕方が古い。認識は労働者の経験を集団的に発展させていくべ

き」と当時の自然科学の新学説を踏まえて主張し、賛同者を集めた。 

 

これに対して、レーニンはカンカンに怒って、「ブルジョア文化はそん

なに簡単に壊れない。"経験“を集団的に発展させてもブルジョアの教

養になるだけ。まず、もっともっとブルジョア国家を破壊すべきことを

暴露して、“すでに噴出している大衆の興奮”をそこへ集めるべき。 

その実践でこそ認識はつくられる。」 

 

最後は、ボグダーノフの「国会にも参加せず」の政治的な態度を論破

し、1906年「ボルシェビキ」脱退に追い込む。一方、レーニンもこの論

争で鍛えられ、「国家と革命」への認識を磨いていくことになる。 

 

 
作家ゴーリキーが、レーニン３８歳にボグダーノフ 35 歳の主張を理解させようと 

カプリ島の自分の別荘に招いて、二人にチェスをさせている。1908年 4 月 



７． 第一次世界大戦勃発 

―労働運動再興 

ロシアでは、1910年にはじまった工業の活発化で労働者は再び立ち上が

った。1912年 4月には、シベリアのレナ金鉱山でストライキが起こり、

この争議の弁護士として、後の臨時政府首班となる社会革命党のケレン

スキーが名を売る。 

 

この年、政治ストは再び参加者 55万人と膨れ上がり、新たな革命攻勢

がはじまる。1914年の上半期には、政治ストの参加者の数の面では、

1905年の革命の絶頂期に近づこうとしていた。 

しかし、戦争が、その過程を急激に断ち切る。 

 

―「戦争拒否」バーゼル宣言 

1912年 11月、各国の社会主義者は、当時のバルカン戦争と迫り来る欧

州の戦争に対して、バーゼルで緊急に開かれた第二インターナショナル

の大会で、「労働者は戦争を拒否する」と言う「バーゼル宣言」を採択

した。 

 

「宣言」は言う。「資本家の利益、王朝の野心などのためにお互いに撃

ちあうことを、プロレタリアは犯罪とみなす」労働者に祖国はない。戦

争が起こった場合、労働者は民族としてふるまうべきではない。 

 

「各国政府は、普仏戦争がパリコミューンの勃発を伴ったこと、日露戦

争がロシア諸民族の革命のエネルギーを解き放ったことを忘れるな。」

「支配階級の世界戦争に続きプロレタリア革命が起こりはしないかとい

う恐れは、平和ための本質的な担保である。」 

 

「プロレタリアートは今まさに人類の未来を担おうとしている。プロレ

タりアートは、自らのすべてのエネルギーを費やして、各民族の精華が

滅びるのを阻止する。」 

 

 



―「祖国を守れ」 

1914年 6月 28日、サラエボでオーストラリア皇太子がセルビアの青年

に暗殺されたとき、初の世界戦争の導火線になるとは、ほとんどの政治

家やジャーナリスト、そして社会主義者たちも予想できなかった。 

 

しかし、数週間の外交的緊張の末に、7月 23日オーストリア政府がセル

ビアに最後通牒。ロシアがセルビア支援を発表。8月にドイツがロシア

に宣戦布告。 

 

ヨーロッパ各国の労働者は、当初、大規模な反戦デモを行っていたが、

政府の本当の意図を隠した「民族の国家と文明の存亡を賭けた戦争だ。

国民、民族として、祖国を守れ」という宣伝が次第に成功していった。 

 

ロシアでは、「軍太鼓が鳴り出すや否や革命運動は凍結した。もっとも

積極的な労働者は動員された。革命分子は工場から前線へ投入された。

ストライキには厳罰が加えられた。労働者出版は一掃された。労働組合

は窒息させられた。修理工場には何十万という女性、未成年、農民が流

入された。」（トロツキー） 

 

11月には「ボルシェビキ」の国会議員団が逮捕され、全国的にも「党破

壊」が進められた。「工場でも誰もボルシェビキと自称する勇気を持ち

合わせなかった。」（トロツキー） 

 

―ドイツ社会民主党の裏切り 

ドイツでは、労働者も社会主義者も「祖国防衛か反戦か」でジレンマに

陥っていた。8月、政府が戦時公債発行の承認を議会に求めたとき、2

年前の選挙で 4割の得票を得て議席も第 1党になっていた社会民主党は

選択を迫られた。 

 

8月 3日、社会民主党国会議員団は会議を開き、78：14という大差で戦

時公債への賛成を決議し、よく 4日、議会で全員一致して賛成した。 

 

レーニンは、翌日、亡命の地スイスの新聞で知り、仰天し、顔面蒼白に

なり叫んだ。「第二インターンナショナルの死滅だ！」 



８． 帝国主義戦争を内乱へ 

―スイス・ツインメルヴァルド会議 

第二インターナショナルがもろくも崩壊し、それまでの労働者の運動と

組織のすべてがその無力をさらけだした。 

 

レーニンは、それまで、ドイツ社会民主党をほとんど全面的に信頼して

いた。ヨーロッパの社会主義革命はロシア人よりもドイツ人に指導され

るだろうとも期待していた。だから、激怒し落胆した。 

 

しかし、激怒から覚めると、レーニンは、すべての立て直しを決意し

た。まず、この戦争をもたらしている状況は、成熟してきた資本主義が

資本の利潤のため領土を広げるしかなくなった「帝国主義」とした。 

 

そして、「この帝国同士が、やがて政治的対立を克服し植民地を共同で

搾取する国際トラストになる。それが社会主義移行の前提になる。」と

の見解が社会主義者のなかでも強かった。 

しかし、レーニンは、「とんでもない。帝国同士の対立は決して解消せ

ず、再び戦争も起こる」と主張。だから、「戦争を革命で終わらせる。」

「帝国主義戦争を内乱に」というスローガンを導入した。 

 

1915年 9月、スイスのツインメルヴァルドで開かれた国際社会主義者の

会議で、レーニンは、「ツインメルヴァルド左派決議」を提出する。 

 

「この帝国主義戦争で言われる“祖国擁護”とは、ブルジョアが賃金奴

隷制を永久化するために他民族を抑圧する権利を“擁護”すること。社

会主義者の責務は、“祖国の敗北”をためらわず、この戦争を抑圧者に

対する被抑圧諸階級の内乱へ、社会主義の実現を目指す戦争へ転化する

こと。」 

 

決議は 16：12で否決され、採択にはいたらなかったが、1917年 10月革

命で実現される。 

 

―大衆の新たな爆発の気運 



戦争への動員で、ペテルブルグでは、労働者の４０％は新しくなり、革

命の継続性はひどく失われた。しかし、戦争が進むにつれて、その実態

がみえてきた。戦争を通じて、ロシア軍死者は 250万人（全協商国戦死

者の 4割）。一方、工場主の戦争利潤率は 100％超だった。 

 

まずは、大衆の怒りは、食糧暴動にはけ口を見出し、各地で局地的反乱

の形をとった。女性、老人、未成年が市場や広場で大胆にふるまった。 

 

工場への非熟練労働力の流入と戦争利潤のあくなき追求のせいで、いた

るところで、労働条件の劣悪化が生じた。物価の上昇で賃金は自動的に

低下した。経済ストは大衆の不可避的な反射行為だった。抑えつけられ

るほど激しくなった。 

 

1915年 6月 5日、ロシア中央部の繊維工業地区のコストローで繊維労働

者に警察が一斉射撃。死者 4名。8月 10日、やはり繊維工業都市イヴァ

ノーヴァで軍隊が労働者を銃撃。死者 16名。これに対して、各地で抗

議ストが起こる。 

 

戦争の最初の 1年で国の工業力のおよそ 5分の一が失われた。国内で生

産される繊維製品の約７５％を含めて総生産高の５０％までが軍隊と戦

争の需要にあてられた。 

 

工場主はしだいに労働者に譲歩しなくなり、政府は苛烈な弾圧でストラ

イキに応じた。それらすべてが、労働者を経済から政治におしやった。

「いっせいにたちあがらなければだめだ」ゼネストの構想が蘇る。 

 

1916年末には、物価が飛躍的に上昇する。10月以降、「食糧、物価高、

戦争、政府」をテーマに闘いは、あらゆる不満を一つに結集して、1917

年 2月に向けて、助走を始めた。 

 

1917年 2月はじめの 2週間、ストや集会が絶え間なく続く。14日には

ペテルブルグで約 9万人がストライキ。16日、当局はペテルブルグでパ

ンの配給制の導入を決定し、大衆の神経を逆なでした。 

19日、食料品店に大勢の群集、とりわけ女性たちが集まった。パン屋の

襲撃もあった。1917年 2月の革命がはじまる 2月 23日（西暦３月８

日）国際婦人デーまで、あと 4日だった。このときレーニン４６歳。 



９． 革命ははじまっている 

―1905年の革命 

2月革命が勃発する直前の 1月 9日、スイスの労働者に対して、1905年

の革命について講演した。 

 

この講演は、レーニンが最後に「我々、老人は、恐らく、生きてこのき

たるべき革命の決戦を見ることはないだろう。」と語ったことで有名。 

 

レーニンがロシアにおける即座の社会主義革命の可能性を予見も確信も

していなかったことを示す証左とも受け取られてきた。 

 

しかし、この講演の冒頭では、「今日は、"血の日曜日“、すなわち正当

にもロシア革命の始まりとみなされている日の 12周年記念日である。」 

 

レーニンは、「いつはじまる」のではなく、「すでにはじまっている」と

いうことを言い切っている。 

 

1905年の革命は、すでに見たように「敗北」し、十分な政治改革の成果

を生じさせたとはいえないが、それにもかかわらず、レーニンはここか

らすでに革命ははじまっていると断言する。 

 

ここには、レーニンの認識の核心、「革命は特定の時間にはじまるもの

ではなく、つねにすでに進行しているラディカルな現実そのもの。」そ

して「革命の現実性がすでにある」という認識が感じられる。 

 

「1905年に“陛下に陳情し裏切られた”ロシアの無教育な労働者が、彼

らがはじめて政治意識に目覚めた正直な人々であることを彼らの行為に

よって証明した。」 

 

そして、「大衆的な政治ストを通じて、数ヶ月で、およそプロレタリア

に眠れるエネルギーがどんなに大きなものであるかを証明した。」 

 

同時に「最も平和な、最も民主主義的な資本主義国でさえ、どんなに小

さなストライキであれ、その資本主義国の小さな危機。」 



「大きな危機の際に必ず大規模に繰り返さずにはおかない闘争の要素と

萌芽を示している。ドイツ内相が言ったように“どのストライキも革命

のヒドラが潜んでいる”」 

 

「ロシア革命はヨーロッパ革命の序曲である。我々は、ヨーロッパの墓

場のような静けさに欺かれてはならない。ヨーロッパは革命を孕んでい

る。帝国主義の恐るべき惨禍、物価騰貴に恐怖は、いたるところに革命

気分を生み出している。」 

 

そして、「老人には革命は見られない」と言いつつ、「私は強い確信を持

って次のような希望を述べていいと思う。それは、スイスや全世界の社

会主義運動でこのように立派に活躍している青年諸君は、きたるべきプ

ロレタリア革命で闘争するだけでなく、さらに勝利する幸福をもたれる

であろう、ということである。」と講演を結んだ。 

 

 

 

革命後の芸術運動―ロシアアヴァンギャルド 

マレーヴィッチの作品（1916-1917製作） 

「スプレマティスム」 

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は 

ロシアアヴァンギャルドの先駆者となった 



―レーニンの「ドリン！ドリン！」 

1906年以来、亡命しているレーニンとロシア国内の「ボルシェビキ」と

の連絡は、第一次大戦が始まり、弾圧され、細くなっていた。そして、

このとき、彼の名を知っているロシアの労働者はほとんどいなかった。 

 

しかし、すべての立て直しを決意したレーニンは、スイスのベルンで図

書館に通い、マルクスが資本論で解き明かそうとした商品の矛盾の真の

意味を見つめなおした。そして、彼は、マルクスが「ひっくり返した」

と言いいながら深く依拠したヘーゲルの哲学を初めて研究し発見する。 

 

「人間の意識（認識）は、客観的な世界を反映するだけでなく、それを

創造しもする。」「すなわち、世界は人間を満足させず、そして、人間は

自己の行動によって世界を変えようと決心する。そして、生き生きとし

た実践が始まる。」(レーニン「哲学ノート」) 

 

1905年の革命の「敗北」以来、革命の「意識」の問題を課題としてきた

レーニンは、孤独だが真剣な研究で“突き抜けた”。このとき、革命の

時代に生きていることを心底から感じていた。 

 

1908年、カプリ島で、レーニンが地元の漁師に「いいかね。はじめにあ

たりがきて、釣り糸が“ドリン・ドリン”したら、すぐ釣り上げるんだ

よ」と教えられて釣りをはじめた。しばらくして、あたりがきて、レー

ニンは一気に釣り糸を引き上げた。針にかかった地中海の魚が、勢いよ

く、空中に躍りだした。レーニンは、漁師に教えられたイタリア語を叫

んだ。「ああ！ドリン・ドリン！これだ！これだ！」 

 

トロツキーは、このレーニンを「レーニンが魚を釣り上げて熱狂して叫

ぶとき、彼が自然に対して抱いている熱愛がわかる。彼は自然に近いす

べてのもの、子ども、動物、音楽を愛した。この強力な思考機械は、思

考の外にあるもの、科学的探究のそとにあるものに、ごく近くにいたの

だ。」と評する。（トロツキー「レーニン」） 

 

レーニンは、「革命のなかにいる」ことを、「ドリン！ドリン！これだ！

これだ！」と世界のなかにつかんだ。ある意味、ウキウキしていた！ 

 



大衆の蒸気の流れ(1905年から 1917年 1月) 

 

 

 

ロシアの 1905年のように 

日本の 2011年 3 月 11 日から革命ははじまっている！ 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

ロシア労働者の政治スト参加者数の推移
単位千人（工場監査企業のみ、トロツキー調べ）


