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『共産党宣言』と現代世界 

――疫病、グローバリゼーション、永続革命―― 

 

【解題】本稿は、2020 年 8 月 18 日に ATTAC Japan の主催で行なわれた学習会で行なった講演に加筆修正をしたものである。当初

は対面式で４月に開催する予定だったが、コロナパンデミックのせいで開催できなくなり、8 月になってからオンラインで行なっ

た。当初、「４」は単なる補論として話さない予定だったが、改めて「４」の部分を書き下ろして収録しておいた。 

 なお、この講演の「１、マルクス＆エンゲルスと疫病の政治経済学」は、後に、独立論文の体裁に修正したうえで、『科学的社

会主義』2020 年 10 月号の「エンゲルス生誕 200 周年」特集に「マルクスの先導者としてのエンゲルス――疫病、都市、住宅」と

して寄稿した。 

 

はじめに――４つのテーマ、２つのポイント 

 

 今日の講演は、コロナパンデミックのせいで、対面式ではなく、インターネットを使ったオンラインでの開催に

なりました。このような形式は、遠方の人も参加できるというメリットがあるものの、長時間にわたって画面をず

っと見ているのはかなり大変だという声があり、休憩を入れながら、ある程度独立した４つのテーマで話すことに

します。すなわち、１、マルクス＆エンゲルスと疫病の政治経済学、２、『共産党宣言』と資本のグローバリゼーシ

ョン、３、『共産党宣言』と３つの永続革命論、４、『共産党宣言』とプロレタリアートの変革能力、の４つです。 

 本論に入る前に、今日のお話しの全体を貫く２つのポイントについてご説明します。まず１つ目ですが、光文社

古典新訳文庫の『共産党宣言』1には、「共産主義の原理」と『共産党宣言』の２つがセットで入っています。「共産

主義の原理」というのは、２人が属していた共産主義者同盟の綱領として最初エンゲルスが書いたものであり、マ

ルクスはそれを最も重要な材料にして、『共産党宣言』を執筆しました。ですから、『共産党宣言』自体はマルクスが

書いているのですが、エンゲルスの「共産主義の原理」を下敷きにして書いているので、マルクスとエンゲルスの両

名が執筆者とされています。しかしながら、書いたのはマルクスですから、『共産党宣言』と「共産主義の原理」と

のあいだにはいろいろと相違があります。基本線としての論旨は同じなのですが、細部においては微妙な差異があ

ります。この差異をまずは話の「横糸」にしてお話しします。 

 それにプラスして２つ目のポイントですが、昨今では、マルクスと現代について語る場合、マルクスのあれこれ

の記述から、途中の歴史をすっ飛ばして、いきなり現代の話をするというパターンが数多く見られます。しかし、マ

ルクスと現在とを直結させることはあまりにも歴史を無視するものですので、マルクス＆エンゲルス以降の歴史や

理論の発展というものを媒介項にして、それとつなげつつ現代の問題に至るというように話していきます。つまり

いわば、そうした歴史と理論の発展というものを話の「縦糸」にして、『共産党宣言』の現代的意義を探っていきた

いと思います。 

 

１、マルクス＆エンゲルスと疫病の政治経済学 

 

 ATTAC の今回の企画の紹介文にも新型コロナウイルスの話が書かれていましたし、現時点ですでに世界で 2000

万人以上の感染者が出て、80 万人近い死者が出ているわけですから（2020 年 8 月 17 日時点）、最初の切り口とし

て、やはりこの問題を最初のテーマにしました。 

 

  近代的疫病の３つの条件と「原理」と『宣言』 

                                                      
1 マルクス＆エンゲルス『共産党宣言』光文社古典新訳文庫、2020 年。以下、この翻訳からの引用は、頁数のみ本文に記載する。 
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 実を言うと、『共産党宣言』にも「共産主義の原理」にも疫病ないし伝染病の話は出てきません。ただし、『共産党

宣言』に、資本主義社会（ブルジョア社会）における恐慌というのは「社会的疫病」であると表現している部分があ

り（64 頁）、当時において疫病というものがいかに恐ろしいものであると認識されていたかがわかります。そしてそ

れを比喩にして恐慌の恐ろしさ、その野蛮さを強調しているわけです。 

 しかし、当時は非常に伝染病が流行っていて、そのことがマルクスとエンゲルスの文献にも、とりわけエンゲル

スの文献にも強く反映しています。そして実は、このことが「共産主義の原理」と『共産党宣言』との微妙な差異と

いう話に関連しています。近代的疫病がどのように発生し蔓延したかというと、そこには３つの根本的条件があり

ました。 

 一つは産業革命です。産業革命によって作り出された、大気の汚染、飲み水の汚染、汚水や有毒物の垂れ流しによ

る川や土壌の汚染、あるいはきわめて有害で密閉された労働環境、こうしたものがまずもって疫病の発生と蔓延の

条件をつくり出しました。２つ目として、この産業革命によってきわめて無計画で無政府的な形で近代的な大都市

群が形成されたことです。大規模な工場群が無秩序に狭い都市空間に林立し、その周囲にそこで働く労働者やその

家族が住み着くようになり、これらの需要を目当てにした商人たちも住み着くようになります。このような近代的

な大都市、膨大な数の人々が特定の場所に集中して住むようになったという環境が、近代的疫病が蔓延するもう一

つの条件になっています。３つ目は、今の言葉で言うなら、「三密」できわめて不衛生な労働者住宅です。都市へと

殺到した労働者たちは、まともな住宅に住むことができず、後で見るようなきわめて劣悪な住宅にぎゅうぎゅう詰

めにされることになったのです。 

 この３つが近代的疫病の重大な原因になっているわけですけれども、この３つについて「共産主義の原理」では

すべて書かれています。「産業革命」という言葉自体が 12 回ぐらい登場していますし、26 頁に大都市の形成の話が

出てきています。さらに 37 頁に、革命の過渡的措置について項目ごとに列挙している箇所があるのですが、その中

に、これも後で見ますが、住宅問題の項目が２つ含まれています。 

 しかしながら、『共産党宣言』にはこれらのことについてほとんど書かれていません。そもそも「産業革命」とい

う言葉自体が登場しません。もちろん近代ブルジョア階級が大工場や機械制大工業をつくり出し、巨大な生産力を

生み出したという話はちゃんと書かれているのですが、「産業革命」という言葉自体は登場していないのです。エン

ゲルスが非常に多用したのに対して、『共産党宣言』でのマルクスはそう言う言葉を使っていません。これはかなり

特徴的な相違ではないかと思います。 

 さらに、大都市の形成についてですが、これはさすがに『共産党宣言』に書いてありますが（62 頁）、これは資本

の観点からのみ書かれています。「資本の観点からのみ」というのがどういう意味なのかについては、引用を実際検

討するときにお話しします。住宅問題についてはどうかと言うと、マルクスは『共産党宣言』で、エンゲルスの 12

項目を 10 項目にまとめたときに、この住宅に関わる叙述をすべて削っています。 

 以上の点を実際の引用文で確認しておきたいと思います。まず、最後の住宅問題から見ておきましょう。「共産主

義の原理」の中でエンゲルスはプロレタリア革命における過渡的要求の９番目と 10 番目に次のように記していま

す。 

 

 ９、市民のさまざまな自治団体のための共同の居住施設として国有地に大規模な住宅群を建設すること。これらの

自治団体は工業だけでなく農業も経営し、都市生活と農村生活のそれぞれの長所を結びつけ、両生活様式に見られる

一面性と不利益とを免れるようにする。 

 10、不衛生で不適切に建設されたあらゆる住宅と居住区を取り壊すこと。（37 頁） 

 

 このようにエンゲルスは「共産主義の原理」の項目の９番目で、取るべき過渡的措置の一つとして、「市民のさま

ざまな自治団体のための共同の居住施設」として、「国有地に大規模な住宅群を建設すること」を提起しています。

さらに 10 番目に「不衛生で不適切に建設されたあらゆる住宅と居住区を取り壊すこと」を掲げています。この「不

衛生な住宅」こそ伝染病の源泉の一つになっていたわけです。しかしブルジョアジーはただそれを破壊するだけで、
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住宅を失った労働者は結局、他の場所で、同じように不衛生な住宅街（ドヤ街）を形成せざるをえないし、しかもい

っそう貧困で惨めな条件の下で、そうせざるをえませんから、何の解決にもなりません。 

 エンゲルスは、「共産主義の原理」で、国有地にちゃんとした衛生的な住宅を計画的かつ大規模に建設することを

求めており、それとセットで、既存の不衛生で貧弱な住宅を撤去するという過渡的措置を提起しています。しかし、

『共産党宣言』はどうかと言いますと、先ほど述べたように、この２つの項目はどちらも取り除かれています。しか

も、「共産主義の原理」の「９」の後半にあった「これらの自治団体は工業だけでなく農業も経営し、都市生活と農

村生活のそれぞれの長所を結びつけ、両生活様式に見られる一面性と不利益とを免れるようにする」という部分は、

少し表現を変えて『共産党宣言』にも記述されているのに2、住宅に関する部分だけ除かれているのです。理由は定

かではありませんが、細かすぎる要求だと考えたのかもしれません。いずれにせよ、マルクスにとっては労働者の

住宅問題は、「子どもへの無償教育」の要求よりも緊急性の低いものとみなされていたことになります。 

 次に大都市についてですが、たしかにマルクスは『共産党宣言』で大都市の形成について述べているけれども、そ

れは資本の観点からのみだと先ほど言いました。その点を引用文で確認しておきましょう。まず「共産主義の原理」

の方から見ていきます。 

 

産業革命はブルジョアもプロレタリアも大都市に密集させ――工業は大都市において最も儲けの上がる商売ができ

る――、そして膨大な大衆をこのように一つの場所に集合させることを通じて、プロレタリアに自分たちの強さを意
．．．．．．．．．．．．．．．．

識させる
．．．．

。（26 頁） 

 

 このようにエンゲルスは、産業革命によって大都市が形成されるという話に続いて、「膨大な大衆をこのように一

つの場所に集合させることを通じて、プロレタリアに自分たちの強さを意識させる」とあります。つまり、大都市の

形成こそが労働者階級の階級的団結と自覚化の最も重大な地理的条件であって、都市こそがプロレタリアートの階

級闘争の舞台であるということです。では『共産党宣言』はどうかというと、以下のようになっています。 

 

ブルジョアジーは農村を都市の支配に従わせた。彼らは巨大都市をつくり出し、都市の人口を農村よりもはるかに増

大させ、住民のかなりの部分を農村生活の蒙昧さから引きずり出した。農村を都市に依存させ、未開国および半未開

国を文明国に依存させ、農民諸国をブルジョア諸国に、東洋を西洋に依存させた。（62 頁） 

 

 このように、『共産党宣言』には、ブルジョアジーが「巨大都市をつくり出し」たという話はありますが、それが

プロレタリアートに自分たちの強さを意識させるというような、プロレタリアートの観点から都市を捉えなおすと

いう観点はありません。 

 

  エンゲルス『労働者階級の状態』における都市、住宅、伝染病 

 このような差はどこから来るのか。実を言うと、エンゲルスは「共産主義の原理」を書く以前に、『イギリスにお

ける労働者階級の状態』という大部の著作を 1844 年から 45 年にかけて書いていて、その中に「大都市」という章

がまるまる一つ置かれています。そしてその中で、都市がプロレタリアートの階級的団結と闘争の生誕地であるこ

と3、不衛生で三密状態の労働者住宅の悲惨な状態、そしてそれを原因となって伝染病が労働者の中で広がったとい

うことについて非常に詳しく書かれています。実は、伝染病というのは、エンゲルスが『労働者階級の状態』の中で

明らかにした労働者が措かれた悲惨な状況の非常に重要な一部をなすものでした。 

 ちなみに、マイク・デイヴィスというアメリカの優れた学者で労働者出身のマルクス主義者がいるんですが、そ

の彼が最近『マルクス 古き神々…』という著作を書いて、その翻訳がつい最近出ましたけれども、その中でもデイ

                                                      

2 ただし「自治団体」（一種のアソシエーション）云々は取り除かれている。アソシエーション論者は、エンゲルスの「社会」主義に

対してマルクスの「アソシエーション」主義を対置するが、それがいかに一面的であるかが、このことからもわかる。 
3 エンゲルス「イギリスにおける労働者階級の状態」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第２巻、大月書店、354 頁。 
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ヴィスは、エンゲルスが『労働者階級の状態』の中で大都市論を詳細に検討したことを非常に高く評価し、その一方

でマルクスには都市論が皆無だと述べています4。そういう意味では、エンゲルスが『労働者階級の状態』の中で、

詳しく都市論、労働者の住宅、そして疫病の問題を書いたというのは、非常に先見の明があったし、すぐれた業績だ

と思います。 

 その点を示すいくつかの文章を紹介します。この問題に関するエンゲルスの叙述はあまりにも膨大なので、紹介

するのはごく一部です。たとえば、当時の労働者住宅がどれほど「三密」であったか、そしてそれがいかに伝染病の

温床になったかについて、エンゲルスは、当時の政府委員としてグラスゴーに関する報告書を書いたサイモンズの

次の記述を引用しています。 

 

これらの家は、文字どおり居住者でいっぱいになっており、３つないし４つの家族――おそらく 20 人もの人間――

を各階に収容している。そして各階が宿泊所に賃貸しされることもあるので、15 人ないし 20 人もの人間がたった一

室に重なりあって詰めこまれるが、これを宿泊などとはとうていいえるものではない。これらの地域は、……あの恐

ろしい熱病性伝染病の源泉と考えるべきで、ここから発生した伝染病がひろがって、全グラスゴー市を荒廃させてし

まうのである。5 

 

 つまり１つの家に１つの家族ではなく、３つ、４つの家族が詰め込まれています。当時、イギリスの工業地帯で

は、急速に工業化されて膨大な労働者が農村からどっと押し寄せたわけですから、とうてい住宅が足りなくて、こ

のように複数の家族が一つの家に住むということがよくありました。さらに貧しい労働者はしばしば、地上に建て

られた家ではなく、薄暗く風通しの悪い地下室に住んでいるパターンも頻繁に見られました。たとえば、エンゲル

スはリヴァプールにおける次のような状態について報告しています。 

 

リヴァプールも、そのすばらしい商業や、美観や、富裕にもかかわらず、その労働者の扱い方は同じように野蛮であ

る。その人口のまるまる５分１、すなわち 4 万 5000 人以上の人たちが、狭くて薄暗く、じめじめした、風通しの悪

い地下室に住んでいる。このような地下室は、この都市に 7862 もある。6 

 

 マルクスも『賃労働と資本』の中で、イギリスの労働者は「地階の住居」に住んでいると書いています7。この文

字通りの「三密」状態の中から、さまざまな伝染病が広がることになります。当時の伝染病としては、インフルエン

ザ（当時はそう呼ばれておらず、何らかの熱病とされている）、肺結核、腸チフス、猩紅熱、コレラ、等々ですが、

こうしたさまざまな伝染病がこうした不潔で三密な労働者街を中心に広がっていくわけです。当時の死亡率ですが、

これもエンゲルスが特定の地域に限定してですが、いくつか記録しています。たとえば、1843 年のグラスゴーにお

ける伝染病の蔓延がもたらしたきわめて高い死亡率について、次のように報告しています。 

 

病気の激烈さという点では、1842 年の恐慌後のチフスの発生にくらべると、それ以前のあらゆる時期のそれは、まる

で、児戯に類するようにみえる。全スコットランドのすべての貧民の 6 分の 1 が熱病にかかり、この病気は放浪する

乞食によって急速に各地に広がった。熱病は社会の中流および上流階級には広がらなかった。２ヵ月のうちに、それ

以前の 12 年間に発生したよりも多くの熱病患者が出た。グラスゴーでは、1843 年に人口の 12％、すなわち 3 万 2000

人が熱病にかかり、そのうちの 31％が死亡した。8 

 

 現在の新型コロナウイルスの死亡率は４～５％であることを考えると、この死亡率３割というのは実にすさまじ

                                                      
4 マイク・デイヴィス『マルクス 古き神々と新しき謎――失われた革命の理論を求めて』明石書店、2020 年、119～120 頁、16 頁。 
5 前掲エンゲルス「イギリスにおける労働者階級の状態」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第２巻、265 頁。 
6 同前、263～264 頁。 
7 マルクス「賃労働と資本」、『賃労働と資本／賃金・価格・利潤』光文社古典新訳文庫、2014 年、19 頁。 
8 前掲エンゲルス「イギリスにおける労働者階級の状態」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第２巻、331 頁。 



5 

い数字です。そのような状況が各地に存在し、しかも頻繁にあったわけです。当時、エンゲルスが、労働者階級がい

つまでも悲惨な状態に甘んじているはずがなく、必ずや反乱と革命に立ち上がるだろうと考えた重要な根拠の一つ

が、まさにこの伝染病の蔓延だったと言えるわけです。 

 新型コロナウイルスの感染爆発のおかげで、「世界史を変えた伝染病」みたいなテーマの記事や著作がいろいろと

出ていますが、その関連で言うと、19 世紀初頭において、産業革命によって生み出された疫病の蔓延は、恐慌とい

う社会的疫病と並んで、エンゲルスに対して革命的に作用し、資本主義がこのままやっていけるはずがないとの確

信を抱かせ、早期のプロレタリア革命という展望を抱かせたと言うことができるかもしれません。 

 

  エンゲルスから学んだマルクスの『資本論』 

 ではマルクスはどうだったかというと、すでに述べたように『共産党宣言』にはそうした議論はありませんし、同

時期の他の諸著作にもありません。やはり、イギリスの主要な諸都市を丹念に歩いて調査したエンゲルスと違って、

マルクスは、エンゲルスとともにイギリス視察旅行をしたことはあるのですが、エンゲルスほど丹念にやったわけ

ではないということがあるでしょう。 

 しかしマルクスも、いつまでもそうした問題に対する詳細な分析をしなかったかというと、実はそうではなく、

『資本論』になりますと、その点で大きな変化が見られます。『資本論』第１巻の「資本の蓄積過程」論に「第 23 章

第５節 資本主義的蓄積の一般的法則の例解」というのがあって、これは非常に興味深い（そしてきわめて長い）節

ですが、資本主義的蓄積の結果としてもたらされるさまざまな具体的事実の列挙や資料の引用が大量にあるだけで

あるように見えるので、理論志向の研究者というのは、だいたいこういう箇所にはあまり興味を持ちませんし、理

論的に深めません。研究者というのは、価値形態論とか物神性論のような抽象的な理論的分析には大いに関心を寄

せ、熱心に論じますが、こういう生きた具体的な現実分析にはあまり関心を寄せません。しかし、この部分をよくよ

く読みますと、多くの興味深い問題、とりわけ、これまでマルクスが十分に論じてこなかった都市論、労働者の住宅

問題、そして伝染病の問題などが、相当詳しく論じられていることがわかります。 

 この点で言いますと、さっき紹介した『マルクス 古き神々』の中でデイヴィスは、マルクスは「住宅危機」につ

いてほとんど論じていないとも言っているんですが9、彼は『資本論』第１巻第 23 章第５節を読んでいないのではな

いか、あるいは以前読んだけどほとんど忘れてしまったのではないかと思われます。というのも、同節を読みます

と、労働者の住宅問題の深刻さ（住宅危機）について延々と何頁にも渡って論じているからです。マルクスがこれら

の問題についてこの「例解」であれほど詳しく論じたのは、明らかにエンゲルスから学んだ結果であり、またエンゲ

ルスが『労働者階級の状態』で解明したことを、その後の資料で補うものでもありました。 

 この問題については、私は実は数年前に、『ラディカルに学ぶ「資本論」』の第６章において、マルクスが『資本

論』を仕上げていく過程で、エンゲルスの『イギリスにおける労働者階級の状態』を何度か読み返していて、そのこ

とが『資本論』を単に抽象的な理論書にとどまらせず、具体的な現実に関する詳細な叙述によって豊かに肉付けし

ていく方向をとらせたのだという議論をしましたが、この住宅問題にしても、伝染病の問題にしても、この命題が

当てはまるのではないかと思います。念のため、最も特徴的な部分だけ引用しておきます。マルクスは「例解」の中

で労働者の住宅危機の問題について論じ始める冒頭で次のように述べています。 

 

 最も勤勉な労働者層の飢餓的苦痛と、資本主義的蓄積にもとづく富者の粗野または優美な箸侈的消費との内的な関

連は、経済的諸法則を知ることによってはじめて明らかにされる。住居の状態についてはそうではない。偏見のない

観察者ならば誰でも認めるように、生産手段の集中が大量であればあるほど、それに応じて同じ空間での労働者の密

集もますますはなはだしく、したがって、資本主義的蓄積が急速であればあるほど、労働者の住居の状態はますます

みじめになる。富の進展に伴って、不良建築地区の取り払い、銀行や大商店などの巨大な建物の建築、取引上の往来

やぜいたくな馬車のための道路の拡張、鉄道馬車の開設、等々による諸都市の「改良」〔現代の言葉で言えばジェン

                                                      
9 前掲デイヴィス『マルクス 古き神々と新しき謎』、135 頁。 
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トリフィケーション！〕が行なわれ、そのために目に見えて貧民はますます悪い、ますますぎっしり詰まった片すみ

に追いやられる。……資本主義的蓄積の、したがってまた資本主義的所有関係一般の敵対的な性格は、ここではあま

りにも明白であ……る。10 

 

 この叙述の中で労働者住宅の貧弱さと「三密」ぶりがはっきりと指摘されています。そして、この文章に続いて、

伝染病の問題にも触れられている箇所があります。 

 

 産業の発達や資本の蓄積や都市の成長と「美化」とに伴って同じ勢いで弊害もまた大きくなってきたので、どんな

「名声」にも遠慮しない伝染病
．．．

に対する恐怖だけからでも、1847 年から 1864 年までに両手の指でも足りないほどの

保健所関係の法律が生み出され、また、リヴァプールやグラスゴーなどのようないくつかの都市では、不安に駆られ

たブルジョアジーはそれぞれの市当局を通じて干渉した。11 

 

 以上の引用はあくまでも一例であって、その先もかなりの頁に渡って労働者の住宅問題の深刻さと伝染病のこと

が論じられています。紙幅の都合上、追加として一つだけ紹介しておきます。労働移動民について述べた個所で、マ

ルクスはこれらの移動民が同時に伝染病を広げる役割も果たしたことを次のように述べています。 

 

移動労働はいろいろな建築工事や排水工事や煉瓦製造や石灰焼や鉄道建設などに利用される。それは疫病の遊撃隊で、

それが陣を敷く場所の近隣に天然痘やチフスやコレラや猩紅熱などを持ち込んでくる。12 

 

 このような移動労働者が一時的に住む家屋は、定住労働者の場合よりもさらに悲惨であって、マルクスは先の文

章に続けてこう述べています。 

 

鉄道建設などのような投資額の大きい企業では、たいていは企業者自身が自分の軍隊に木造小屋の類をあてがうので

あるが、それは衛生設備など何もない急造の部落であって、これには地方官庁の取締りも及ばす、請負人のだんなに

は非常に有利なもので、彼は労働者たちを産業兵士として搾取すると同時に、借家人としても二重に搾取するのであ

る。木造小屋に穴部屋が一つあるか二つあるか三つあるかによって、借家人の土方たちは毎週二シリングか三シリン

グか四シリングかを支払わなければならない。13 

 

 この「二重の搾取」論は理論的にも重要で、資本家は生産過程で搾取するだけでなく、このような劣悪な住居をあ

てがい（これは一種の空間的搾取）、そこでの家賃収奪を通じても搾取するのです。 

 

  第１次世界大戦におけるスペイン風邪の蔓延 

 さて以上は「横糸」の話でした。ここから「縦糸」の話になります。一気に話は第一次世界大戦に飛びます。当

時、戦争の真っただ中でスペイン風邪と呼ばれるインフルエンザが猛威を振るい、世界中で 2000 万人とも 5000 万

人とも言える人々を死に追いやりましたが、その発生と蔓延の温床になったのは総力戦としての世界戦争と総動員

された巨大な軍隊でした。第一次世界大戦において戦闘の主要な形態となったのは塹壕戦と呼ばれるものでした。

フランスとドイツのあいだで、両国の軍事力や経済力は非常に拮抗していたため、最初の時期の華々しい戦闘と前

線の激しい移動の後に、前線が長期に渡って停滞し、両国がそれぞれ深く塹壕を延々と何十キロにわたって掘って、

その薄暗くジメジメした風通しの悪い地下の穴の中で、何ヶ月も膨大な数の兵士たちがそこで過ごすという事態に

                                                      
10 マルクス『資本論』第１巻、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第 23 巻第２分冊、大月書店、857～858 頁。 
11 同前、858 頁。 
12 同前、866 頁。 
13 同前。 
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なりました。もちろん衛生的で清潔なトイレなど作れるはずもなく、ウルトラ三密でウルトラ不衛生のもとですご

すわけです。そうした環境の下でインフルエンザが発生し、またたくまに蔓延し、次々と兵士が倒れていきました。

物資も医療も不足しているもとでそういうことが起こるわけですから、当然、死亡率は非常に高くなります。戦闘

で死ぬより、伝染病で死ぬ兵士の方が多かったとも言われています。そして、この疫病は、軍隊や兵士の移動、兵士

の除隊による帰郷などを通じて、世界各地に広がっていきました。 

 ところが戦争中ですから、自国の兵士がバタバタと病気で倒れて戦力になりませんなんてことを公表することは

できません。自国にとって不利な情報を敵に流すことになりますから、機密扱いされ、隠蔽されました。このことに

よっていっそうインフルエンザは広がっていきました。当時、スペインは中立国だったので、ついにインフルエン

ザがスペインにまで蔓延したときに、この恐るべき感染症のことを国際的に公表し報告したせいで、「スペイン風邪」

というとんでもなくミスリーディングな名前を与えられました。おかげで、今日でも、よく事情を知らない多くの

人は、スペイン風邪というのはスペイン発祥の感染症だと誤解しています。 

 いずれにせよ、交戦各国がこの恐るべき病気のことを隠ぺいしたために、その実態は戦争が終わるまで人々に広

く知られないままでした。ここからは私の単なる予測ですが、もし当時、戦争中にこのスペイン風邪の恐るべき実

態が十分に各国の国民に知られていたなら、ドイツ軍兵士は、戦争が敗北で終わった 1918 年秋になってからようや

く反乱を起こすのではなく、もっと早く反乱を起こしたのではないかと思います。誰も、きわめて死亡率の高いイ

ンフルエンザが猖獗を極めている戦場に行きたいとは思わないでしょうから。戦闘で死ぬのなら祖国防衛や愛国心

でもって正当化することができても、なすすべなくただ伝染病でばたばたと兵士が死んでいっている場所に誰が行

こうとするでしょうか？ そして、もしドイツ軍兵士がもっと早く反乱に立ち上がっていたなら、ボリシェヴィキ

政権がブレスト講和の悲劇を避けるのをもしかしたら可能にしたかもしれません。 

 一部の人々は、スペイン風邪が第１次世界大戦の終結を早めたと言っていますが、これは非常に一面的な判断だ

と思います。この種の議論は「兵士の反乱」という決定的な要素を無視しています。スペイン風邪の実態が隠蔽され

たことで、第１次世界大戦は長引いたのであり、もしその実態がもっと早期に知らされていたら、ドイツ軍兵士は

もっと早く反乱に立ち上がり、歴史を大きく変える結果になったでしょう。 

 さて、第１次世界大戦が終わると、ロシア革命の巨大なインパクトのもとで、ヨーロッパ各地で革命的反乱が起

こります。イギリスのゼネストからイタリアの工場占拠に至るまで、文字通りヨーロッパは数年にわたる革命的動

乱期に入りました。この時期、ボリシェヴィキは、内戦の厳しい状況の中でも、新しいインターナショナル、第３イ

ンターナショナル（コミンテルン）の創設に向けて動き出します。1919 年３月に第１回大会が開かれますが、この

時点ではすでに伝染病のことが知られていたので、この第１回大会で採択された、トロツキー起草の「世界の労働

者への共産主義インターナショナルの宣言」には、伝染病のこともきちんと出てきます。 

 

戦争の結果、人類は飢えの苦しみ、寒さによる疲労、伝染病
．．．

、道徳的野蛮状態という形で資本主義制度の矛盾に直面

した。このことは、窮乏化論や資本主義から社会主義への漸進的移行の理論について社会主義運動の内部で続けられ

ていたアカデミックな論争を一挙に解決した。14 

 

 このコミンテルンの宣言は、いわば 20 世紀の『共産党宣言』とも言うべき文書ですが、その中で伝染病の問題が

入っているということは注目すべきことではないかと思います。 

 

  新自由主義的グローバリゼーションと現代の感染症 

 ここから一気に現代の感染症へと話が飛びますが、すでに最初のテーマに与えられた時間がつきかけていますの

で、ごく簡単に述べます。 

 新型コロナウイルスの発生と蔓延は、いわば中国やブラジルなどの新興産業国家の急速な都市化の過程（19 世紀

                                                      
14 トロツキー「世界労働者への共産主義インターナショナルの宣言」、1919 年 3 月 6 日、『コミンテルン最初の五ヵ年』上、28 頁。 
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のイギリスにおける都市化の高次復活）と、先進諸国を中心とする現代的な新自由主義的グローバリゼーションの

結合が生んだ現象であると思われます。最初の発生地点とされている武漢は典型的な新興大都市であり、そこでの

急速な都市化の結果として人間に感染した新型コロナウイルスが、現代のグローバルな経済活動や観光産業を通じ

てまたたくまに世界中に広がりました。 

 そして、先進諸国においては新自由主義の 40 年間のせいで、医療や病院の体制がきわめて脆弱になっており、そ

のことが高齢化社会とも結びついてきわめて高い死亡率をもたらしました。それでも多くの国はロックダウンなど

の非常措置を積極的にとることで、おおむね６～７月には収束に近い状態に持って行くことができましたが（もっ

とも、その後再び感染が広がっている）、政権の性格がとくに新自由主義的で、経済活動優先主義的で、権威主義的

であったアメリカやブラジルやインドでは収束するどころか、ますます多くの感染者と死者を大量に生み出す結果

になっています。 

 他方で、中国は、最初に大規模な感染者を出したにもかかわらず、国家の巨大な力を計画的かつきわめて速やか

に動員することによって早期に制圧することに成功しました。今なお感染者と死者が幾何級数的に増え続けている

アメリカとのこの対照性は、21 世紀におけるヘゲモニー国家の交代の徴候をはっきりと示唆するものであったと思

います。アメリカは世界的ヘゲモニーを発揮できない代わりに、露骨な中国バッシングをすることで、自分たちの

無能さとヘゲモニー喪失をごまかそうとしていますが、それは共和党の岩盤支持者をだませても、歴史をだますこ

とはできません。 

 

２、『共産党宣言』と資本のグローバリゼーション 

 

 先ほどの話の最後で、新自由主義的グローバリゼーションが新型コロナウイルスを広げていったという話をしま

したが、その流れで、２つ目のテーマである「『共産党宣言』と資本のグローバリゼーション」に入ります。 

 

  『共産党宣言』における資本の世界的拡張過程の記述 

 『共産党宣言』と「共産主義の原理」を読みくらべますと、『共産党宣言』のある特徴が浮かび上がってきます。

それは、資本のグローバリゼーション（当時はグローバリゼーションという言葉はなかったので、コスモポリタン

化のような表現でしたが）に関する記述が非常に充実していることです。しかもそれが非常に生き生きとした鮮や

かな表現になっていて、それが『共産党宣言』の非常に大きな魅力にもなっています。それに対して「共産主義の原

理」は、産業革命の話から始まって、それが基本的に各国内の状況をどのように変えていったかという流れになっ

ており、いささか地味です。それが、『共産党宣言』では、ブルジョアジーの萌芽的発生からただちに世界市場の形

成過程へと話が進み、それが資本主義の発展を各国で促し、それが世界市場のいっそうの発展へと反作用し、こう

して世界が大きくつくり変えられている過程が雄大な筆致で描かれていています。たとえば、「安価な商品という重

砲はどんな万里の長城をも打ち破る」（61 頁）とか、「どんな外国人嫌いをも降伏させる」（同）とか、さらには「ブ

ルジョアジーは自分の姿に似せて世界をつくり出す」（62 頁）とかです。この「ブルジョアジーは自分の姿に似せて

世界を作る」というのは、聖書で神様は自分の姿に似せて人間を作ったという叙述のもじりです。 

 こうした資本の爆発的な拡張過程、これはいわば第１次グローバリゼーションですけれども、その姿が生き生き

と描かれており、これが『共産党宣言』の一つの魅力になっています。しかし、これは叙述が魅力的であるというだ

けではなくて、理論的に重要な論点がそこには含まれています。つまり、『共産党宣言』では世界市場の形成と機械

制大工業との相互関係が複雑な相互関係として描かれているのです。これは、難しく言うと、歴史的因果関係と現

実的規定関係との弁証法です。「歴史的因果関係」というのは、歴史的に A という現象があって、そのことを原因と

して B が起こり、その結果として C が起こるという場合、この A→B→C という連鎖が歴史的因果関係です。しか

し、これだけで説明をしてしまうと、歴史的関係が非常に単純化されてしまい、最初の A がいっさいの原因とされ

てしまいます。しかし、そうした過程を経て現実に成立した諸関係、諸構造の中で、何が全体を規定する役割を果た

しているのか、何が全体を動かす原動力になっているのかということは、歴史的な因果連鎖とは区別されなければ
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なりません。 

 たとえば、日本が近代資本主義的諸関係の中に入った最初のきっかけは、ペリーの黒船が浦賀にやって来たこと

であり、そこから幕末の疾風怒濤が巻き起こり、江戸幕府の倒壊と明治政府の成立ということになりますが、それ

だけで歴史を語ると、じゃあペリーの黒船が何らかの事情で来なかったら、たとえばペリーが航海中に病気で死ぬ

とか、南北戦争がもっと早く始まってアメリカにそんな余裕がなくなるとか、そういう事情が生じていたら日本は

資本主義化しなかったのかというと、そうではないですね。歴史的な因果連鎖とは別に、日本を資本主義世界市場

に編入することになった物質的で構造的な要因が存在していて（産業資本主義の世界的膨張過程）、それがいずれ日

本を資本主義化したことは間違いありません。 

 

  「原理」と『宣言』における世界市場と大工業 

 したがって、歴史的な因果関係と物質的な規定関係とを区別しなければなりません。このことが世界市場と大工

業との関係でも言えるわけです。「共産主義の原理」では、両者の関係は、「産業革命（機械制大工業）→世界市場の

形成」という単純な因果連鎖になっているのですが、『共産党宣言』では、以下の引用に見られるように、「世界市場

の萌芽的形成→マニュファクチュアの成立→世界市場のさらなる発展→機械制大工業の成立→世界市場の物質的基

盤の獲得→大工業のさらなる発展→世界市場の爆発的な発展」という複雑で弁証法的な相互作用関係として描かれ

ています。 

 

 アメリカ大陸の発見とアフリカ航路の開発は、台頭しつつあったブルジョアジーに新天地を切り開いた。東インド

と中国の諸市場、アメリカの植民地化、各植民地との交易、交換手段と商品一般の増大は、商業、海上交通、工業に

かつてない巨大な刺激を与え、そのことによって、没落しつつあった封建社会の中に革命的要素を急速に発展させた。 

 これまでの封建的ないし同業組合的な工業経営は、新しい市場に伴って拡大した需要をもはや満たせなくなった。

マニュファクチュアがそれに取って代わった。同業組合の親方たちは工業的中間層〔マニュファクチュア業者〕によ

って駆逐された。さまざまな同業組合間の分業は個々の作業所内の分業によって姿を消した。 

 その間にも市場はますます拡大し、需要はうなぎ上りに増大した。マニュファクチュアでさえもはや間に合わなく

なった。蒸気と機械が工業生産を変革した。マニュファクチュアに代わって近代大工業が登場し、工業的中間層に代

わって、工業的億万長者にして一大工業軍の指揮官である近代ブルジョアが登場した。 

 大工業は世界市場をつくり出したが、それを準備したのがアメリカの発見だった。世界市場は商業、航海、陸上交

通に途方もない発展をもたらした。これはこれで工業の拡大に反作用した。（56～57 頁） 

 

 ここに描かれているように、アメリカ大陸の発見とアフリカ航路の発見がブルジョアジーに新天地を切り開き、

それが作り出した部分的な世界市場が巨大な商品需要を生み出し、没落しつつあった封建社会を急速に解体させる

役割を果たします。そしてそれは同時に、世界中から富をヨーロッパに集中させることになり、後に『資本論』で本

源的蓄積と呼ばれるようになる過程が起こります。その中では単なる交易ではなく、奴隷貿易や略奪などのもっと

ひどいものも含まれていました。これによって、ヨーロッパにおける当時の同業組合的な小規模生産ではとうてい

追いつかなくなって、マニュファクチュアが成立します。これによっていっそう世界市場が拡大する条件が作られ

るけれども、マニュファクチュアでもやがて爆発的な需要拡大に追いつかなくなって、機械制大工業へと道を譲る

ことになります。そして、この機械制大工業がはじめて資本主義的世界市場に本当の意味で物質的土台を与えるの

であり、世界市場を単なる商品貨幣関係の地理的拡大という表層的な水準を超えて、それを真に永続的で資本主義

的なものたらしめるものになるわけです。 

 だから、『共産党宣言』では「大工業は世界市場をつくり出したが、それを準備したのがアメリカの発見だった」

とされ、この世界市場が「商業、航海、陸上交通に途方もない発展をもたらし」、それがまた「工業の拡大に反作用

した」という複雑な相互作用として描かれているわけです。つまり、歴史的な因果連鎖の出発点はアメリカ大陸の

発見やアフリカ航路の発見だけれども、それにとどまっていたら、それは、そうした市場に依拠しただけの商業資
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本主義段階の世界市場がつくられただけにとどまったかもしれません。ちょうど、戦国時代の日本にポルトガルや

スペインの船がやって来て、原初的グローバリゼーションの最初の波が訪れたけれども、それは何ら日本を資本主

義化しなかったし、むしろその後、江戸時代という封建制の爛熟を生んだようにです。 

 しかし、世界市場の発展がイギリスで機械制大工業を生み出し、世界市場を強固に支える産業資本主義という物

質的土台を生み出したからこそ、それは世界をブルジョアジーの姿に似せてつくり変えるような爆発力と持続性が

生じたのであり、それに支えられたイギリス帝国もまた持続的に可能になったわけです。したがって、歴史的な因

果関係と物質的な規定関係とを区別し、そしてそれを統一的に理解しなければならないわけです。 

 「共産主義の原理」では、以下のように、出発点がまず産業革命であって、それが世界市場をつくり出すという単

層的な関係になっています。 

 

 機械労働の結果として工業製品の価格がますます安価になることによって、世界のあらゆる国で、マニュファクチ

ュアの古い制度や手の労働に依拠していた産業が完全に破壊されてしまった。それまで多かれ少なかれ歴史の発展か

ら取り残され、産業がそれまでマニュファクチュアにもとづいていたすべての半未開的な諸国も、その孤立状態から

無理やり引きずり出されることとなった。これらの国はイギリス人のより安い諸商品を購入し、それゆえ自国のマニ

ュファクチュア労働者を破滅に追いやった。これまで何千年とまったく進歩のなかった国々、たとえばインドもすっ

かり変革されてしまい、中国でさえも今や革命へと突き進んでいる。今日、イギリスで発明される一台の新しい機械

がわずか一年で中国において何百万もの労働者から糊口を奪うという事態が起こっている。このようにして、大工業

は地上のすべての諸国民を相互に結びつけ、あらゆる小規模な地方市場を世界市場にまとめ上げ、あらゆるところで

文明と進歩への道を準備した。（23～24 頁） 

 

 この叙述は、『共産党宣言』でも大部分取り入れられていますが、『共産党宣言』ではその前段があって、そもそも

機械制大工業（産業革命）の成立以前に世界市場の（萌芽的）形成とそれによる強力な作用があったことが描かれて

います。しかし「共産主義の原理」にはこの前段がなく、後段だけになっており、物質的な規定関係だけが描かれて

いるわけです。それはけっして間違いではないけれども、『共産党宣言』は、この物質的規定関係と絡み合って歴史

的な因果関係も記述されており、世界市場と機械制大工業とのあいだのより複雑な関係が解明されているのです。 

 このことを強調するのは一つ理由があって、世界システム学派の学者の中に、産業革命のおかげでイギリス帝国

がつくられたという古い（マルクス主義的な）議論は誤りで、帝国の形成が先で、そのおかげでイギリスの産業的成

功があったと言う人がいるのですが15、その見解は新しくも何もなく、すでに『共産党宣言』でマルクスが言ってい

ることです。しかし、イギリス帝国に物質的基盤を与えてそれを強固な持続的存在にしたのはまぎれもなく産業革

命によって可能になった機械制大工業なのであり、歴史的な（表面上の）因果関係とは別に（より深部の）物質的な

規定関係を見なければなりません。直接的な歴史的原因ではないからといって、構造的な意味での原因（根拠）では

ないということにはならないのです。 

 以上の『共産党宣言』での認識は、成熟したマルクスが書いた『資本論』でも継承されています。たとえば、以下

の数箇所を参考までに引用しておきます。 

 

 商品生産と発達した商品流通すなわち商業とは、資本が成立するための歴史的前提をなしている。世界貿易と世界

市場とは、一六世紀に資本の近代的生活史を開くのである。16 

                                                      
15 たとえば以下。川北稔『イギリス 繁栄のあとさき』講談社学術文庫、2014 年、35 頁。川北氏は、イギリス帝国のヘゲモニーと

産業資本主義（氏は産業資本主義の存在自体を否定しているが）の興隆とは何の関係もなく、地主（土地資本）とロンドンのシティ

（金融資本）のおかげで帝国が維持されたとする。もしそれが本当なら、アメリカ、フランス、ドイツなどイギリス以外のすべての

国で産業革命が起こって機械制大工業が支配的になり、イギリスだけはマニュファクチュアかそれ以前の手工業水準であっても、依

然としてイギリス帝国がまったく変わることなく維持できたことになるだろうし、第１次世界大戦でドイツに勝利しえたことになる

だろう。ちょっと考えれば、それが馬鹿げたことであるのは明白である。 
16 マルクス『資本論』第１巻第１分冊、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第 23 巻第１分冊、大月書店、191 頁。 
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 マニュファクチュア時代に社会的分業のための豊富な材料を供給するものは世界市場の拡大と植民制度であって、

これらはマニュファクチュア時代の一般的な存在条件に属する。17 

 

 家内的副業をともなう小農業や都市の手工業を、フーリエの言葉を借りて言えば、その主軸としていた社会の交通・

運輸機関は、拡大された社会的分業や労働手段と労働者との集積や植民地市場をもつマニュファクチュア時代の生産

上の要求に応ずることはもはやまったくできなかったし、したがってまた実際に変革されもしたのであるが、同様に、

マニュファクチュア時代から伝えられた運輸・交通機関もまた、生産の激烈な速度や巨大な規模や大量の資本と労働

者との一生産部面から他の生産部面への不断の投げ出しや新たにつくりだされた世界市場的関連をともなう大工業

にとっては、やがて、堪えられない束縛となったのである。……こうして、犬工業はその特徴的な生産手段である機

械そのものをわがものとして機械によって機械を生産しなければならなくなった。このようにして、はじめて大工業

は、それにふさわしい技術的基礎をつくりだして自分の足で立つようになったのである。18 

 

 上の引用から明らかなように、『資本論』でも『共産党宣言』での基本的立場が受け継がれていることがわかると

思います。 

 

  ローザ・ルクセンブルクの『資本蓄積論』における継承と発展 

 さて、以上が「横糸」ですが、次に「縦糸」の話に入ります。先ほど見たような、『共産党宣言』における資本の

非常にダイナミックな世界的運動の描写は、実は『資本論』では後景に退きます。先ほど引用したような、世界市場

の原初的形成がまず先にあって、それがもたらす要求がマニュファクチュアを発展させるとともに、それを限界に

至らせ、やがて機械制大工業への移行をもたらしたという議論は『資本論』にもあるにはありますが、『共産党宣言』

におけるあの生き生きとしたダイナミックな記述というのは、『資本論』では影を潜めています。 

 なぜかというと、『資本論』というものはもともと一個の体系的な「経済学批判」の書として構想されていて、「世

界市場」はその最後の項目をなすものだったからです。マルクスはその体系の最初の部分である『資本論』を書き終

わらぬうちに寿命が尽きてしまいました。広大な「経済学批判」体系の３分の１ぐらいしか『資本論』は網羅してい

ません。これはこれで論争になっていて、マルクスが当初構想していた「経済学批判」体系（資本、土地所有、賃労

働、国家、外国貿易、世界市場、の６部構想）のどこまでを『資本論』はカバーするものなのかをめぐって日本でも

世界でも多くの研究者が侃々諤々（けんけんがくがく）の議論をしています。とはいえ、せいぜい３分の１程度、ど

んなに広く見積もっても最初の半分程度であって、「世界市場」を含むいわゆる後半体系（国家、外国貿易、世界市

場）は含まれていません。 

 そのため、『共産党宣言』に見られたような世界市場を舞台とした資本のダイナミズムに関する議論は、後期マル

クスの代表作である『資本論』ではあまり見られないということになってしまいました。その後の第２インターナ

ショナル・マルクス主義も、基本的にはこの後期マルクスの到達点から出発しますので、パルヴスなどの例外を別

とすれば、そうした世界的ダイナミズムの考察が弱くなっているという面があります。 

 そうした中で、『共産党宣言』の世界市場的ダイナミズムと『資本論』の非常に精緻で重厚な分析とを統合したも

のが、ローザ・ルクセンブルクの『資本蓄積論』です。ローザの『資本蓄積論』というのは、『資本論』第２巻にお

けるマルクスの拡大再生産表式の分析が理論的に誤っているということの証明から議論を展開していて、拡大再生

産においては資本はその剰余価値を実現するためには非資本主義的な領域を必ず必要とするのであり19、したがって

資本主義の発展は（たとえ理論的にであれ）一国内で完結しうるものではなく、必然的に世界市場的ダイナミズム

                                                      
17 同前、464 頁。 
18 同前、501 頁。 
19 ローザはさらに剰余価値の実現問題に加えて、資本主義的生産の急速かつ大規模な拡張のためには原材料と労働力をも広大な非資
本主義的領域から絶えずますます大きくなる規模で調達しなければならない、と正しく力説している（『資本蓄積論』の第 26 章参

照）。ローザの議論を剰余価値実現問題に狭く理解して批判する人が多いが、それはまったく一面的である。 
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を有し、非資本主義的外部を絶えず侵食し支配し略奪していくことで成り立つシステムだということを明らかにし

たわけです。以下の文章は、まさに『共産党宣言』のあの世界市場的ダイナミズムを彷彿とさせるものです。 

 

 資本主義的生産は、初めから、その運動形態および運動法則において、生産諸力の宝庫としての地球全体を計算に

入れている。搾取の目的で生産諸力を領有しようとする熱望からして、資本は全世界を探索しつくし、地球のすみず

みから生産手段を調達し、あらゆる文化段階および社会形態からこれを強奪ないし獲得する。資本蓄積の物的諸要素

に関する問題は、資本主義的に生産された剰余価値の物的姿態によってすでに解決されているどころか、むしろまっ

たく別個の問題に転化する。実現された剰余価値を生産的に使用するためには、資本は、その生産手段を量的にも質

的にも無制限に選択しうるために、絶えずますます全地球を自由にしうることが必要である。20 

 

 しかし、ローザ・ルクセンブルクの出発点が『資本論』の再生産論への批判であったために、当時の（現在もそう

ですが）マルクス学者たちは、基本的に『資本論』を教条化し絶対化していましたので、ローザのこの批判を受け入

れませんでした。いかにローザが理論的に間違っているかということばかり論じるようになって21、ローザ・ルクセ

ンブルクの『資本蓄積論』が持っていたあの世界市場的雄大さというものはほとんど顧みられなかったのです。そ

れゆえ、その後の『資本論』学者たちのほとんどは、『資本論』のあの狭い方法的枠組み（外国貿易を捨象し、かつ

完全に資本主義化された一国を前提にした枠組み）を前提にしたうえで、分析し議論するスタイルを取りつづけま

した。とはいえ、最近ではローザの『資本蓄積論』の新訳も出ていますし22、略奪的なグローバリゼーションがます

ます進行しつつある今日、彼女の議論には新たな注目が集まっていると言えるでしょう。 

 ローザ・ルクセンブルクがその『資本蓄積論』で確立した非常に重要な理論的ポイントは、資本主義が２つの異な

った蓄積にもとづいているという議論を展開したことです。この議論は後にデヴィッド・ハーヴェイによって、「拡

大再生産にもとづく蓄積」と「略奪にもとづく蓄積」という「２つの蓄積様式論」として整理され、いっそう精緻化

されました23。資本主義的中心部、あるいは先進資本主義諸国においては、『資本論』で主として分析されたような、

剰余価値の生産と再生産にもとづく蓄積と、資本主義的領域と非資本主義的領域とのあいだ、あるいは植民地や半

植民地諸国のような周辺部において顕著に見られる、略奪、強奪、暴力による蓄積です。資本主義システムというの

は根本的に、この２つの蓄積様式にもとづいているのだということをローザ・ルクセンブルクは明らかにしたわけ

です。そのことが簡潔に言われている典型的な箇所を以下に引用しておきます。 

 

 こうして資本制的蓄積は、全体として、具体的な歴史的過程として、２つの異なる面をもっている。第一の蓄積は、

剰余価値の生産場所――工場、鉱山、農耕地――において、および商品市場において遂行される。蓄積は、この方面

だけから考察すれば一個の純経済的な過程であって、その最も重要な段階は資本家と賃労働者とのあいだで演じられ

るのであるが、しかしこの過程は、双方の段階において、すなわち製造場所でも市場でも、もっぱら商品交換・等価

物の交換の限界内で運動する。平和、所有、平等がここでは形式上支配している。そして、蓄積にさいしてはいかに

して、所有が他人の財産の領有に転化し、商品交換が搾取に転化し、平等が階級支配に転化するかを暴露するために

は、科学的分折の鋭い弁証法が必要であった。 

 資本蓄積の他の一面は、資本と非資本制的生産形態とのあいだで遂行される。その舞台は世界劇場である。ここで

は植民政策の方法として、国際的借款体制、勢力範囲政策、戦争が支配している。ここでは、まったく隠すところな

                                                      
20 ローザ・ルクセンブルク『資本蓄積論』下、青木文庫、1955 年、420 頁。訳文は適宜修正。以下同じ。 
21 私が 2019 年に出版したマルクス経済学の教科書では、ローザ・ルクセンブルクの議論は、その細部を別としても、全体としてけ

っして間違っていないことを証明しておいた。森田成也『マルクス経済学再入門』下、第 21 講、社会評論社、2019 年。 
22 ローザ・ルクセンブルク『資本蓄積論』上中下、お茶の水書房、2011～2017 年。野心的な『ローザ・ルクセンブルク全集』も出始

めたが、最初の第１巻が 2012 年に出たっきり、中断している。 
23 デヴィッド・ハーヴェイ『ニューインペリアリズム』青木書店、2005年。同『新自由主義』作品社、2007 年、同『<資本論>入

門』作品社、2011 年。など。また以下の拙論も参考。森田成也「デヴィッド・ハーヴェイにおける恐慌論と変革論」、同『「資本論」

とロシア革命』柘植書房新社、2019 年。 
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く公然と、暴力、詐欺、圧迫、掠奪があからさまに行なわれる。そして、政治的な暴力や力試しのかような混沌のも

とで経済的過程の厳密な法則を発見するのは、骨の折れることである。24 

 

 このように、資本主義の中心部においては、形式的に自由、平等が支配しており、それが実は本質的には搾取であ

ること、他者の財産の領有であること、支配であることを解明するには、マルクスのような天才が行なった高度な

科学的分析が必要です。他方、周辺部においては、誰も目から見ても明らかな形で、合法性を侵害し、文字通り収奪

がなされていること、あるいは奴隷貿易や植民地化であるとか、あるいはアヘン戦争のように、アヘンを大量に売

りつけて、それを相手側が拒否すれば、軍艦で攻撃して都市を破壊して、相手を屈服させるとか、そういう露骨な略

奪と暴力が行なわれていたわけです。この場合、それが略奪であることはわかりやすいけれども、そこにどのよう

な経済法則が働いているのかを分析することは、実は逆に難しいとローザ・ルクセンブルクは指摘しています。 

 いずれにせよ、資本主義というのは、この２つの蓄積様式、この２つのダイナミズムが結合しあい、お互いに補完

しあうことによって、はじめて成立するシステムだということ、このことをはじめて明確に明らかにしたことが、

『資本蓄積論』の優れた業績です。さらに彼女はそのことにもとづいて、帝国主義戦争が不可避であるということ

を説いたし、その中から必ず社会主義に向けた巨大な世界的流れというものが登場するのだと考えたわけです。こ

のような帝国主義と社会主義に関する展望の最も重要な理論的根拠を明らかにしたのが、まさに帝国主義戦争の前

夜（1913 年）に出されたこの『資本蓄積論』だったわけです。 

 ですから、『資本蓄積論』というのは単なる『資本論』研究であるというのではなく、当時、ドイツ社会民主党の

中で支配的になっていった修正主義的傾向（ドイツ帝国主義の文明化的役割を肯定）、そして結局はその修正主義に

迎合していったカウツキーらの中央派の日和見主義的傾向に対する闘いの書なのであり、これらの傾向を最も根本

的な理論的深みから批判するとともに、ローザを筆頭とする急進左派の立場を理論的に打ち固めようとする試みだ

ったわけです。 

 帝国主義に関しては、レーニンが『帝国主義論』という本を（ローザに遅れること４年後に）書いてしまったがゆ

えに、そしてロシアで革命が勝利して、レーニン主義が世界のマルクス主義の標準になってしまったために、この

面からも、ローザの『資本蓄積論』はその後あまり顧みられなくなりました。しかし、読み比べればわかるように、

レーニンの『帝国主義論』も十分優れているけれども、理論的深み、その生き生きとしたダイナミズム、理論的厳格

さという点からして、ローザの『資本蓄積論』の方が優れていると思います。 

 ただし、ただちにことわっておきますが、これは、レーニンの『帝国主義論』を捨てて、ローザの『資本蓄積論』

で置き換えていいという話ではありません。帝国主義であれ何であれ、きわめて複雑な総体をなす社会的事象とい

うのは、どんなに優れていても、たった一人の理論家によって汲みつくせるわけではなく（マルクスによる資本主

義分析もしかり）、部分的に重なったり矛盾したり（時に優劣とみなしうる）部分がありながらも、複数の――すぐ

れて個性的な――理論家たちが行なう多様な諸分析の合唱、点描画、寄せ木細工としてのみ、はじめてわれわれは

巨大な対象をそれなりに正確にとらえることができるのです。 

 

  「帝国主義の最も弱い環」で起こったロシア革命 

 さて、さらに「縦糸」をたぐっていきますと、ロシア革命という重要な結節点に行き当たります。これは、マルク

ス時代の第一次グローバリゼーションを越えて、その後の、資本主義列強がお互いの支配地域をグローバルに拡大

していきながら、やがて世界の再分割戦へと行きついた第二次グローバリゼーションの真っただ中で起きた革命で

した。この帝国主義的グローバリゼーションの中の最も弱い「環」である帝政ロシアで起きた革命が、資本主義的グ

ローバリゼーションの歴史を大きく転換する重要なポイントになるというのは言うまでもないことです。 

 「環」というのは鎖をつないでいる個々の「環」のことですが、鎖は全体として非常に強いんだけども、それを構

成する環のどれか一つが弱ければ、そこで断ち切られるわけです。世界帝国主義という鎖の中でロシア帝国主義と

                                                      
24 前掲ルクセンブルク『資本蓄積論』下、549 頁。 
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いう環が一番脆弱でした。生産力や技術水準もいちばん低かったし、とっくに時代遅れになった古い専制体制が維

持されていたし、膨大な貧農層と同じく膨大な被抑圧民族（だいたい人口の半分以上が大ロシア民族以外の諸民族

で構成されていた）を抱えていました。それでいて、都市には工場労働者が高度に集中されていて、そのかなりの部

分はマルクス主義、社会主義の影響を受けていました。そうした特殊な状況の下で、1917 年についにロシア革命が

勃発するのです。 

 しかし、帝国主義の鎖の中で最も弱い環であったロシアで起こった革命ですから、その革命ロシアは必然的に対

立する他の諸帝国主義すべてに対して最も弱い立場に置かれることになりました。このような脆弱な立場ゆえに、

革命ロシアは、それが当初呼びかけていた無賠償無併合の全面講和（それはドイツ革命を前提にしていました）で

はなく、ドイツ帝国主義との単独講和、しかもウクライナを初めとする広大な、そして最も豊かな農業地域と多く

の重要な工業地帯も含まれた領土の割譲を伴った略奪的講和を受け入れざるをえなくなります。そしてそれがやが

て、連合国の帝国主義からの干渉を伴う激烈な内戦へとつながっていき、革命ロシアはとてつもなく困難な状況に

置かれることになります。1918～1920 年に革命ロシアが直面した巨大な困難と脅威に比べれば、18 世紀末の革命フ

ランスが直面した困難と脅威は児戯に類するものに見えるでしょう。この点については「３」や「４」でも再論しま

す。 

 

  第２次グローバリゼーションから第３次グローバリゼーションへ 

 さて、このような極度の困難に見舞われながらも、ロシア革命によって成立したソヴィエト労働者国家はかろう

じて生き残りました。そしてそれは世界的なインパクトを与え、これまでのグローバリゼーションの流れに決定的

な「転換」をもたらします。この転換は多方面に指摘することができますが、ここでは２つの面だけ指摘しておきま

す。１つは、帝国主義的中心部における変化です。それは、各国帝国主義を反ソヴィエト、反共産主義という共同の

ブルジョア的大義のもとに団結させる傾向を生み出しますが、他方では、引き続き帝国主義間の覇権争いのダイナ

ミズムは生きていたので（というよりもベルサイユの略奪的講和のせいでいっそう激化さえしたので）、この２つの

傾向が複雑に絡み合った状況を大戦間期に生み出します。２つ目は、植民地ないし半植民地諸国を目覚めさせ、反

帝国主義の大きなうねりをつくり出し、帝国主義の一元的支配がしだいに崩壊への道をたどるようになります。 

 これらの流れはやがてファシズムの台頭と第２次世界大戦へと世界史を導くのですが、この複雑な過程について

ここで詳しく述べていると、時間がなくなってしまうので、そこは飛ばして、第二次世界大戦の結果として生じた

新しい世界史的状況へと話を移しましょう。 

 ファシズムと日本軍国主義の敗北の結果として生じた戦後世界においては、広大な「社会主義」圏の成立、西欧先

進諸国における社会主義・共産主義勢力の大幅な拡大と強化、植民地・半植民地の独立と一部の労働者国家への移

行、ヨーロッパの地位低下とアメリカのヘゲモニー獲得、反ファシズム・人権擁護・民族自決の国際的コンセンサス

の成立、そうした建前上のコンセンサスとは深く対立する冷戦体制の出現と新植民地主義いった、第２次グローバ

リゼーション時代における状況とは根本的に異なる状況が生まれました。 

 こうしたもとで、皮肉なことですが、西欧労働者階級の闘争の進展（それ自体もロシア革命の歴史的インパクト

が大きく関わっていますが）と「社会主義」圏への対抗の必要性に促されて、先進国において、産業資本主義の新た

な黄金時代が訪れます。そして、産業労働者の大集団に依拠した労働組合や労働者政党がかなりの力を持ち、労働

者の地位向上や福祉国家的な政策の実施などがなされていきます。しかし他方では、第三世界では、ご存知のよう

に新植民地主義的な支配のシステムもまた成立し、そこでは冷戦の論理の最も醜悪な側面が貫徹されて（先進国で

は「社会主義」圏との対抗は労働者の地位向上につながったのとは逆に）、腐敗した独裁国家や反共軍事国家などが、

欧米諸国に安価な原材料や労働力を提供するという仕組みがつくられ、それは絶えざる革命の温床にもなります。

いずれにせよ、マルクスの時代とも、あるいはレーニンやローザ・ルクセンブルクの時代とも異なる、アメリカを中

心とする第３次グローバリゼーションの時代、すなわち冷戦型の「囲い込まれたグローバリゼーション」の時代が

訪れるわけです。 
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  冷戦崩壊後の新自由主義的グローバリゼーションと中国経済 

 1980 年代末から 1990 年代初頭にかけてソ連・東欧が崩壊し、冷戦が終結すると、また新たなグローバリゼーショ

ンの時代が訪れます。まず、それ以前からすでに、欧米先進国、とくにイギリスとアメリカでは、サッチャーとレー

ガンのもとで後に新自由主義として総括されるようになす諸政策が実行されており、先進国内部での階級的力関係

の劇的な変化が起こります。さらに、ソ連・東欧の崩壊、中国市場の開放、等々は、かつての「囲い込み」を開け放

ち、この新自由主義を世界大的に広げていく決定的な契機になりました。 

 この第４次グローバリゼーションである新自由主義的グローバリゼーションのもとでは、『共産党宣言』時代やロ

ーザの時代の資本主義の一元的で略奪的なグローバリゼーションを部分的に高次に復活させているだけでなく（こ

の面から、今日でも多くの人は『共産党宣言』の予言力を承認しています）、アメリカを中心とする非産業的なグロ

ーバリゼーションの流れも重要な特徴として見出されます。それは、金融、サービス産業、通信や IT 産業、さらに

は、人そのものの移動が巨大な産業となっている観光業などです。 

 カネ、ヒト、モノ、そして情報がこれほどグローバルに移動するようになった時代はこれまでなかったわけです

から、1990 年代以降のグローバリゼーションは歴史上最もグローバルなグローバリゼーションであると言えるでし

ょう。そして、先ほどの感染症の話と重なりますが、脱産業化しつつある先進国においては、金融や IT 産業などと

並んで、観光業が巨大なグローバル産業になったことが重要なポイントです。これは、大集団の人間が実際に空間

的に移動して（飛行機や自動車や鉄道を利用して）、現地に行かなければ成り立たない産業ですから、最初のテーマ

でも話したように、これが人を通じて広がる感染症の爆発的蔓延の最も重大な要因になるわけです。 

 それにプラスして、旧来の産業的役割を担っている巨大な中国経済やその他の新興産業国家の存在が現代のグロ

ーバリゼーションを考える上で決定的です。アメリカを中心とする非産業的グローバリゼーションだけを言ってい

ても、現代のグローバリゼーションのダイナミズムは解けません。第三世界を中心にアパレル産業や資源採取など

で低賃金の産業労働者を大量利用する多国籍企業型グローバリゼーションが存在しますし、さらに、新たな中国経

済圏というものがアメリカに対抗して成立し、それが急速に広がりつつあること、そして両者が世界的ヘゲモニー

をめぐってしだいに対立を深めつつあることが、今後、ますます重要な歴史的要因になっていくでしょう。とくに、

アメリカの影響力がまだ弱いアフリカ経済に中国の国家資本が深く食い込んでおり、その経済的・政治的比重はま

すます大きなものになりつつあります。 

 以上見たように、現代のグローバリゼーションのありようは、『共産党宣言』から直接に説くことはできないとは

いえ、この新たなグローバリゼーションも、『共産党宣言』で描かれたような資本の世界的ダイナミズムを、複数の

歴史的「縦糸」を媒介にして、高次に再現しているという意味で、両者はやはりつながっていると言えるのではない

かと思います。 

 

３、『共産党宣言』と３つの永続革命論 

 

 第２のテーマであった「『共産党宣言』とグローバリゼーション」という話と直接つながってくるのが、この第３

のテーマです。 

 第１次グローバリゼーション、産業資本主義のグローバリゼーションの波がしだいに世界大に広がっていったと

き、当然ながら、世界の諸国家、諸地域はまったく異なった世界史的な発展段階にあったわけです。これらの相対的

に自立し異なった歴史段階にある国や地域が、イギリスや北アメリカ、あるいはフランスなどを発生点とする最新

の産業資本主義の支配下に次々と入っていくわけですから、そこにおいて、古い歴史的諸関係・諸状態と最新の生

産関係ないし生産力との衝突、融合、アマルガムが生じ、したがって欧米の歴史の単純な繰り返しではない独自の

ダイナミズムがそれらの国や地域で発生することになります。このように産業資本のグローバリゼーションによっ

て生み出されるこの新しいダイナミズムが、第３のテーマである永続革命という話に直接結びついてくるわけです。 

 

  ３つの永続革命論 
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 新訳『共産党宣言』の解説で私は、永続革命という概念を、「戦術的な意味での永続革命」（戦術的永続革命）と

「戦略的ないし歴史的な意味での永続革命」（戦略的永続革命）の２つに区別しました（281 頁）。２つ目が「戦略的

ないし歴史的」というように、「戦略的」と「歴史的」とを並列させていますが、事実上これは「戦略的な意味での

永続革命」に収斂してしまっていますので、「２つの永続革命論」という把握になっています。しかし、ここでは、

「戦略的な意味での永続革命」と「歴史的な意味での永続革命」とを区別して、「３つの永続革命論」という風に再

整理して、それらについて考えていきたいと思います。 

 実を言うと、そもそも永続革命というものを、２つであれ３つであれ、このように明確に分けて考察した研究者

というのはこれまでいなかったと思います。少なくとも私は知りません。 

 まず「歴史的な意味での永続革命」ですが、はそう名指しされていなかったとはいえ、『共産党宣言』以前から基

本的にマルクスとエンゲルスの共通の発想にあったものです。すなわち、プロレタリアートはあれこれの改革や改

良、あるいは部分的で過渡的な諸措置で満足することなく、世界的な規模で、あるいは少なくとも主要な先進国に

おいて資本のシステム（当時は「私的所有」と表現されていますが）の廃絶まで革命を永続させないかぎりはけっし

て解放されないという発想です。これは、歴史的な意味での、あるいは最も広い意味での永続革命論です。これが

「永続革命」という言葉で表現されるようになるのは、1848 年革命を経た後のことですが、このような発想そのも

のはそれ以前から存在しており、たとえば、1847 年 10 月に書かれたエンゲルスの次のような文章にも見出すことが

できます。 

 

 競争を制限し、個々人の手に大資本が堆積するのを制限するためのすべての施策、相続権のあらゆる制限または廃

止、国家の側から行なわれるいっさいの労働組織、これらすべての施策は、革命的施策として可能であるばかりでな

く、また必然でさえもある。それが可能なのは、蜂起した全プレタリアートがその背後にあって、武力をもってそれ

を維持するからである。経済学者たちによってこれに反対して主張されるあらゆる難点や弊害があるにもかかわらず

それが可能なのは、まさにこの難点や弊害こそが、プロレタリアートを駆り立てて、先へ先へと進ませ、自分の獲得

物を２度と失わないためにも、ついには、私的所有の完全な廃止へとおもむかせるからである。それは私的所有廃止

のための準備として、過渡的な中間段階として可能なのである。しかしまたそれ以外のものではない。25 

 

 この文章が、「共産主義の原理」や『共産党宣言』における過渡的措置（12 項目ないし 10 項目）と共通の認識に

基づくものであるのは明らかです。このような意味での永続革命論は革命的共産主義者としての基本思想であり、

またそれは「共産主義の原理」でエンゲルスがプロレタリア革命を「ユニバーサルな革命」（39 頁）とみなしたこと

とも通底するものです26。しかし、こうした一般的な意味での永続革命論がもう少し分節化されるようになるのは、

1848 年革命以降の話です。そこに至る中間地点で書かれたのが『共産党宣言』です。 

 分節化の第１のものが「戦術的な意味での永続革命」であり、これは革命が実際に発生して、その激動の渦中にあ

って、革命家たちがますます急進的になり、戦略的展望とは別に、あれこれの中間段階にとどまることなく、その終

局目標であるプロレタリア革命にまで突き進もうとする傾向としての永続革命論です。 

 分節化の第２のものが「戦略的な意味での永続革命」であり、これは、革命的雰囲気による戦術的急進化としての

永続革命とは異なって、ドイツのような後発国の歴史的特殊性の深い分析にもとづいて、そこでは当面する革命が

ブルジョア革命であるにもかかわらず、ブルジョアジーにはそれを遂行する能力も意思もなく、したがってブルジ

ョア民主主義革命を実現するという課題が、プロレタリアート（およびそれと同盟する農民）の手に移ることによ

って、もはや当面する革命はブルジョア的段階にとどまることなく、プロレタリア社会主義革命の段階へと連続し

ていかざるをえないという戦略的展望に基づく永続革命論であり、これこそ、後にトロツキーが最も明確な形で定

                                                      
25 エンゲルス「共産主義とハール・ハイツェン」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第４巻、329～330 頁。 
26 この意味で、マルクス、エンゲルスの世界革命論は、それが一種の「世界同時革命論」として構成されていた「共産主義の原理」

のものも含めて（もっともそれは文字通りの同時革命論ではなかったのだが）、本質的に「歴史的な意味での永続革命」論の系譜に属

する。 



17 

式化したものです。 

 私は 2016 年に出版した『ラディカルに学ぶ「資本論」』の中で、マルクスの党概念には、「戦術的な意味での党」

と「歴史的な意味での党」という異なった概念があり、両者を媒介するものが「戦略的な意味での党」であると説明

しましたが27、それとまったく同じような関係が、永続革命の３つの概念にも当てはまります。「戦略的な意味での

永続革命」論は、「戦術的な意味での永続革命」論と「歴史的な意味での永続革命」論とを媒介するものであり、し

たがって最も重要な永続革命認識なわけです。 

 もちろん、マルクスやエンゲルスが書いた個々の文章をこれら３つの永続革命論のいずれかに明確に分類できる

というわけではなく、実際には３つはかなり不明確にまじりあっている場合が多いのですが、理論的には３つの永

続革命論を区分することができるということです。 

 

  『共産党宣言』は単線発展史観か？ 

 そして、この「戦略的な意味での永続革命」論の萌芽がまさに『共産党宣言』に見られるわけですが、そこに入る

前に、一つ論じておきたい問題があります。それは、『共産党宣言』におけるマルクスが単線発展史観にもとづいて

いて、このような見方は中後期になってようやく克服されたという見方が存在することです。たとえば、『周縁のマ

ルクス』という著作を書いたケヴィン・アンダーソンがそうです。この『周縁のマルクス』という著作自体は非常に

面白いし有意義だと思うのですが、その中で『共産党宣言』時代のマルクスはまだ単線発展史観だったという議論

をしています28。しかし、先ほども述べましたように、『共産党宣言』も「共産主義の原理」も資本主義を一国的に

捉えておらず、それを世界システムと捉えており、それを何らかの一国的システムとして最初からとらえていませ

ん。したがって、そのような爆発的膨張力を持ったシステムが、歴史的にさまざまな発展段階にあり地理的にさま

ざまな多様性を持った各国、各地域をしだいに飲み込んでいくわけですから、当然そこでは、単線的ではないさま

ざまな特殊性や飛躍や複合性が出てくるはずです。このような一般的な意味においても、『共産党宣言』を単線発展

史観として捉えるのは不正確です。 

 それ加えて、特殊的にも、『共産党宣言』には、後発国であるドイツに関して、そこでの革命が特殊な経路をたど

るとされているわけですから、この特殊な面から見てもとうてい単線発展史観とは呼ぶことはできません。その部

分を以下に引用しておきます。 

 

共産主義者はドイツに主な注意を向ける。なぜなら、ドイツはブルジョア革命の前夜にあり、しかもドイツが、こ

の変革を 17 世紀のイギリスや 18 世紀のフランスと比べてヨーロッパ文明全体のより進んだ諸条件のもとで、そして

はるかに発達したプロレタリアートでもって遂行するので、ドイツのブルジョア革命はプロレタリア革命の直接の序

曲となるほかないからである。（111～112 頁） 

 

 このようにマルクスは、ドイツはそのブルジョア革命を、17 世紀のイギリスや 18 世紀のフランスとはまったく異

なる進んだヨーロッパ文明と発達したプロレタリアートのもとで遂行すると言っているわけですから、これは後に

トロツキーが「不均等・複合発展」と命名するものと共通する発想があり、そしてこのような特殊性から、ドイツで

はブルジョア革命はプロレタリア革命の「直接の序曲」となると書いています。これこそまさに、戦略的な意味での

永続革命論の萌芽であると言えます。 

 実際には、このようなことは起こらず、むしろブルジョア革命がプロレタリア革命の序曲となったのはお隣のフ

ランスでした。ドイツではプロレタリアートの発達はまだまったく未熟で、とうていプロレタリア革命を引き起こ

す力も意思もなかったわけですが、お隣のフランスでは、２月革命というブルジョア革命に続いて、６月にはパリ・

プロレタリアートによる蜂起が起こりますから、文字通りブルジョア革命がプロレタリア革命の序曲となったわけ

                                                      
27 前掲森田『ラディカルに学ぶ「資本論」』、第４章、参照。 
28 ケヴィン・アンダーソン『周縁のマルクス』社会評論社、2015 年、36 頁。 
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です。この６月蜂起は徹底した弾圧によって血の海に沈められますが、とはいえ、マルクスもエンゲルスも当時、こ

れを最初のプロレタリア革命（ないしその萌芽）と規定しています29。そうなったのは、当時のフランスは、まだ十

分にブルジョア革命が完成しておらず、あるいは、あの偉大なフランス大革命にもかかわらず、その後の王政復古

によって再度、ブルジョア革命は（再来ブルジョア革命、あるいは一種のブルジョア的補足革命が）必要になったか

らです。そして、当時のドイツよりもはるかに発達したプロレタリアートとはるかに発達した社会主義思想が存在

していたため30、ブルジョア的補足革命が局地的プロレタリア革命の序曲になったわけです。 

 

  「原理」と『宣言』における差異 

 以上見たように、予言通りではなかったとはいえ、『共産党宣言』はそのドイツ革命論において明らかに単線発展

史観とは異なる発展の戦略的展望を提示していたわけです。むしろこの点では、「共産主義の原理」との差が重要で

す。これが、第３のテーマでの「横糸」になります。というのも、『共産党宣言』では明らかにこのような歴史の飛

躍を許容する見方がはっきりと書かれているわけですけれども、「共産主義の原理」にはそのような議論は存在しま

せん。「共産主義の原理」では、イギリス、フランス、ドイツのそれぞれの発展段階が違うことが認識されています

が、それが革命の展望においてどのような戦略的違いに反映するかというと、基本的にはそれは時間の長短と困難

さの度合いでしかありません。以下の引用に見られるように、イギリスでは資本主義が最も発達しているので、そ

こではプロレタリア革命が直接的かつ急速に起こって、フランスではもっと遅く、ドイツでは最も遅く、最も時間

がかかるだろうとされています。 

 

 それはまずもって民主主義的国家制度を確立し、それとともにプロレタリアートの間接的ないし直接的な政治的支

配を打ち立てるだろう。プロレタリアートがすでに国民の多数派を構成しているイギリスでは直接的に。国民の大多

数がプロレタリアだけでなく小農民や都市小市民によっても構成されているフランスやドイツでは間接的に。これら

の小農民や都市小市民は今ようやくプロレタリアートに移行しつつあるところであり、彼らのあらゆる政治的利益は

ますますプロレタリアートに依存するようになり、それゆえ近いうちにプロレタリアートの諸要求に従うようになる

にちがいない。これはおそらく第二の闘争を必要とするだろうが、これもプロレタリアートの勝利に終わるしかない。

（34～35 頁） 

 

これらの国々〔イギリス、フランス、ドイツ〕で革命がより急速に発展するのか、より緩慢に発展するのかは、それ

ぞれの国がより発達した産業、より大きな富、より多くの利用可能な生産力を有しているかどうかによる。したがっ

てそれを遂行することは、ドイツでは最も緩慢で困難であり、イギリスでは最も急速で容易だろう。（38～39 頁） 

 

 上の文章に見られるように、ドイツにおけるブルジョア革命がプロレタリア革命の序曲になるという発想ではな

く、時間の長短と困難の大小という違いを伴うだけの、基本的に同じタイプの革命が主要なヨーロッパ諸国で起こ

るとされています。イギリスは最も早くブルジョア革命を成し遂げたので、イギリスが最も早くプロレタリア革命

に移行し、フランスは１世紀遅くブルジョア革命を遂行したので、より遅くプロレタリア革命に移行し、まだブル

ジョア革命さえ成し遂げていないドイツは、まずそのブルジョア革命を成し遂げて、長い時間をかけて第２の闘争

が起こり、そこでようやくドイツでもプロレタリア革命が起こるという発想です。つまり、これらの革命の相違は

時間のズレでしかないわけです。イギリス、フランス、ドイツにおける革命が、それぞれ時間のズレを伴って基本的

                                                      

29 たとえばパリの６月蜂起の数日後に書かれた以下の文章――「……パリは流血の中を泳ぎ、反乱はこれまでに起こったもののうち

で最大の革命、ブルジョアジーに対するプロレタリアートの革命に発展している」（邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第 5 巻、111

頁）。またマルクスは「６月革命」と題した論文の中で、これまでのすべての革命はブルジョア秩序に手をつけなかったが、この６月

蜂起が初めてブルジョア秩序を侵害したのだと述べている（同前、129～130 頁）。 
30 それでも当時の革命的労働者の主力は職人的労働者だったが、2 月革命後に組織されていた国立作業所が一種の大工場の代用物と

して機能し、そこで訓練され組織された労働者が６月蜂起の中心を担った（同前、143 頁）。 
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に類似の経過をたどるものであるかのような記述になっています。そういう意味では、たしかにこれは単線発展史

観に近い発想であると言えるでしょう。同じような発想は、「共産主義の原理」の最後の部分にも見られます。 

 

 ドイツ
．．．

では、ようやくブルジョアジーと絶対的君主制とのあいだの決戦が差し迫っている。しかしながら、ブルジ

ョアジーが支配する時まで共産主義者は自分たちとブルジョアジーとのあいだの決戦を想定することができないの

で、できるだけ速やかにブルジョアジーを打倒するために、できるだけ速やかにブルジョアジーが支配権を獲得する

のを助けることは共産主義者にとって利益となる。したがって、共産主義者は政府に対抗して常に自由主義的なブル

ジョア政党を支持するが、その際、ブルジョアの自己欺瞞を共有したり、ブルジョアジーの勝利がプロレタリアート

にもたらす恩恵に関する彼らの偽りの約束を信じてはならない。（49 頁） 

 

 ここでも、ドイツではまずブルジョアジーを政権に就けなければならず、したがってブルジョア政党を支持する

という順番だけが語られており、ブルジョア革命がプロレタリア革命の直接の序曲になるという発想は見られませ

ん。とはいえ、エンゲルスの当時の他の文献を見ると、必ずしも単線発展史観とは呼べない複合的見方も見られる

ので、この「共産主義の原理」の記述だけで当時のエンゲルスの考えを規定することはできませんが、『共産党宣言』

と比較すれば、より単線発展史観に近い発想であったと言えるでしょう。 

 

  1848 年革命におけるマルクスとエンゲルスの急進化 

 ところが、このような差があったとはいえ、1848 年革命の実際の勃発と発展は、マルクスもエンゲルスも急進化

させ、両者において戦術的な意味でも、戦略的な意味でも、永続革命論的な見方を発展させます。すなわち、革命の

沸騰の中で、当面するあれこれの諸段階にとどまらず、最終目標であるプロレタリア革命へと突き進んでいこうと

する「戦術的な意味での永続革命」と、ドイツの特殊な状況、すなわちブルジョア革命がなされる以前にすでにブル

ジョアジーとプロレタリアートとの深刻な対立が発生しているために、ブルジョア革命の本来の担い手である自由

主義ブルジョアジーや急進的小ブルジョアジーも脆弱かつ臆病であり、したがってプロレタリアートがその代行を

せざるをえなくなるというような「戦略的意味での永続革命」の両方が、1848～1850 年の革命的動乱の中で、しだ

いにはっきりと２人の叙述の中に登場するようになります。 

 たとえば、『共産党宣言』がまだ出版されていない段階ですが、すでにナポリで共和主義的な立憲体制を目ざす革

命が勃発したという報が伝わるやいなや、エンゲルスは次のように書いています。少し長いですが引用しておきま

す。 

 

 しかし、ドイツの諸政府が、ブルジョアたちのこういう行動恐怖心に、もし大きな望みをかけているのなら、彼ら

はひどい思い違いをすることになろう。ドイツ人は最後の出場者である。なぜなら、その革命はシチリア革命とはま

ったく違ったものになるだろうからである。ドイツのブルジョアと町人的市民たちは、彼らの背後には日ごとに成長

してゆくプロレタリアートが立っていること、このプロレタリアートが、革命が終わったそのときから、彼らが望ん

でいるのとはまったく別の要求を掲げるだろうことを、非常によく知っている。ドイツのブルジョアと素町人的〔小

ブルジョア的〕市民はそれゆえ、臆病で不決断で動揺的な態度をとるのである。彼らは政府を恐れるよりも、むしろ

衝突を恐れている。 

 ドイツ革命は、ナポリ革命とはまったく別の重大な事件である。ナポリの場合は、オーストリアとイギリスが対立

していただけであった。ところがドイツ革命では東全体と西全体が対立する。ナポリ革命は決定的なブルジョア制度

が獲得されるやいなや、ひとりでにその目標に到達してしまった。ところが、ドイツ革命は、それがそこまでいった

とき、やっと始まるのである。 

 だから、ドイツ人は、まずもって、他のすべての国民の前に徹底的に恥さらしの目にあわされなければならない。

彼らは、現在すでにそうなっているよりも、もっと多く全ヨーロッパの物笑いの種にならなければならない。彼らは

革命を起こすべく強いられなければならない。そうなると彼らもまた立ち上がるだろう。が、臆病なドイツ市民では
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なく、ドイツ労働者が。彼らは立ち上がって、醜悪で混乱した官許のドイツ経済を終結させ、急進的革命によってド

イツの名誉を回復するだろう。31 

 

 ここにはっきりと、①ドイツのブルジョアと小ブルジョア市民が政府を恐れるよりもプロレタリアートを恐れて

いるがゆえに臆病で動揺的である、②ナポリではブルジョア的制度が確立されたらそれで終結だが、ドイツではむ

しろそこから始まる、③ドイツで革命を起こすべく強いられた時には、ドイツ市民（ブルジョアジー）ではなく、ド

イツ労働者が立ち上がって、急進的革命によってドイツの名誉を回復するだろう、と言われています。これらの３

つの命題はいずれも「戦略的な意味での永続革命」を示唆するものです。しかし、「永続革命」とか「革命の永続性」

という言葉は登場していません。そうした言葉が登場するのはもう少し後です。 

 マルクスとエンゲルスにおける永続革命的認識は戦術的にも戦略的にも、1848 年のパリの２月革命における共和

制の実現、1848 年６月におけるパリのプロレタリアートの蜂起（６月蜂起）、およびその徹底した弾圧、ブルジョア

ジーの反動化といった一連の過程を通じていっそう発展していきます。パリの２月革命の報が伝わった直後に、エ

ンゲルスは歓喜とともに次のように述べています。 

 

 ブルジョアジーは彼らの革命を成し遂げた。彼らはギゾーとともに大株主どもの独占支配を転覆した。今やしかし

戦いの第二幕においては、もはやブルジョアジーの一部が他の一部に対立しているのではなく、今ではプロレタリア

ートがブルジョアジーに対立しているのだ。32 

 

 フランスのプロレタリアートは、この輝かしい革命によって、またもやヨーロッパの運動の先頭に立った。労働者

に栄誉あれ！ 彼らは世界に衝撃を与えた。その衝撃をすべての国は順次に感じるであろう。なぜなら、フランス共

和国の勝利は、全ヨーロッパの民主主義の勝利であるから。 

 われわれの時代、民主主義の時代が始まる。チュイルリとパレ・ロワイヤルの焔は、プロレタリアートの朝焼けで

ある。ブルジョアの支配は今やいたるところで崩壊するか転覆されるであろう。 

 ドイツもたぶんそれに続くだろう。……われわれは４週間内には叫ぶことができる。「ドイツ共和国万歳！」と。33 

 

 これらの引用文では、革命の興奮とともに、短期間のうちに革命を次々とより高度な段階へと進行させていくと

いう「戦術的な意味での永続革命」の認識が見られます。とくに６月蜂起とそれの粉砕は 1848 年革命における大き

な転換点でした。実際に、フランスでは、『共産党宣言』で述べられていたようにブルジョア革命がプロレタリア革

命の「直接の序曲」となったのを見たブルジョアジーは、古い封建的ないし専制的な体制よりもプロレタリア革命

を恐れるようになります。他のより遅れた国々のブルジョアジーはどうだったかというと、ブルジョア革命がまだ

起こらないうちに、あるいは起こるやいなや、革命の急進化を恐れるようになりました。ブルジョア革命をあまり

に徹底させたら、それがパリのような事態になるのではないかと恐れて、君主制の完全打倒よりも君主制との妥協

による改革へと傾いていきます。とくにドイツのブルジョアジーおよび小ブルジョアジーはそうでした。ドイツで

も実際に（エンゲルスの予言通り２月革命から４週間以内の）３月に革命が起こるのですが、ブルジョア自由主義

者はその革命が徹底されないうちに支配体制との妥協を求めるようになります。 

 こうした状況を見て、マルクスもエンゲルスも、もはやブルジョアジーには（とくにドイツのような後発国のブ

ルジョアジーには）ブルジョア革命をまともに遂行することはできない、と確信するようになります34。ブルジョア

革命の課題は別のより急進的な階級によって、すなわちプロレタリアートによって担われなければならないという

認識がよりはっきりとしたものになっていきます。これこそ、後にトロツキーが 1905 年の時に定式化することにな

                                                      
31 エンゲルス「三つの新しい憲法」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第４巻、533～534 頁。 
32 エンゲルス「パリの革命」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第４巻、545 頁。 
33 同前、545～546 頁。 
34 とくに、ドイツ・ブルジョアジーの臆病さを徹底的に告発したマルクスの「ブルジョアジーと反革命」（1848 年 12 月）を参照。 
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る本来の永続革命論、すなわち「戦略的な意味での永続革命論」の基本認識になるものです。しかし、残念ながら、

ドイツでは、ブルジョアジーも小ブルジョアジーも革命を挫折させる程度には十分に臆病でしたが、プロレタリア

ートはブルジョアジーに代わって革命を遂行しうるほど成熟しておらず、そのはるか手前の状況にありました。そ

のため、ドイツ革命は 18 世紀型のブルジョア革命にならず、プロレタリア革命の「序曲」にもなりませんでした。

それは中途で挫折し、専制体制が結局復活することになります。 

 

  1849～50 年前半における三重の意味での永続革命論の成立 

 こうして、マルクスとエンゲルスは、革命以前の理論的分析や展望に加えて、1848 年革命がもたらした革命的高

揚、そしてそこでの実際の経験と経過、ブルジョアジーの裏切りに対する深い歴史的な分析を通じて、1849 年から

1850 年前半にかけて、三重の意味での永続革命論が確立していきます。「戦術的な意味での永続革命」と「戦略的な

意味での永続革命」は主としてドイツ（後進国）を念頭に置いており、「歴史的な意味での永続革命」は主としてフ

ランス（先進国）を念頭に置いています。いくつかの典型的な文献がありますので、それらを簡単に紹介しましょ

う。 

 まずは、マルクスもエンゲルスもまだ革命情勢にあると考えていた 1850 年の１月から３月にかけて書かれたマル

クスの『フランスにおける階級闘争』の１～３章ですが（最終章の４章だけは執筆時期が少し後になります）、そこ

ではフランスを念頭に置いて、「歴史的な意味での永続革命」について次のように書かれています。 

 

……いわゆる〔ユートピア的・空論的〕社会主義の体系なるもののいずれもが、社会変革の一過渡点に対して他の一

過渡点をさしでがましく固執するものにすぎないということが明らかにされているとき、他方では、プロレタリアー

トは、ますます革命的社会主義の周囲に、すなわち、ブルジョアジー自身がそれに対してブランキなる名称を考えだ

した共産主義の周囲に結集しつつある。この社会主義は、革命の永続宣言（Permanenzerklärung der Revolution）であ

り、階級差別一般の廃止に、階級差別の基礎であるいっさいの生産関係の廃止に、これらの生産関係に照応するいっ

さいの社会関係の廃止に、そしてこれらの社会関係から生じるいっさいの観念の変革に到達するための必然的な過渡

点としての、プロレタリアートの階級独裁（Klassendiktatur des Proletariats）である。35 

 

 つまり旧来の小ブルジョア的ないし空想的な「社会主義の体系」が社会変革の特定段階、特定の過渡点に固執す

るのに対して、マルクスが支持する共産主義は、階級差別一般の廃止に至るまで革命を永続させることを宣言して

いるとしています。これはまさに「歴史的な意味での永続革命」論であり、この発想自体は 1848 年革命以前からあ

ったものですが、ここでは「革命の永続宣言」という用語によって表現されていることが重要です。 

 『フランスにおける階級闘争』における永続革命論が「歴史的な意味での永続革命論」だというのは、この永続革

命の過程は、後で見る戦術的な永続革命論と違って短期間での戦術のエスカレートとして捉えられているのではな

く、きわめて長期に及ぶヨーロッパ規模の内戦の結果として考えられているからです。その点をよく示すのが以下

の文章です。 

 

 労働者の任務は誰が解決するのか？……それはどこでも一国家の壁の内部では解決されない。フランス社会内部の

階級戦争は諸国民が相対峙する世界戦争へと転化する。その解決は、世界戦争によって……はじめて始まる。革命は

この国で終結するのではなく組織的に始まるのだが、それは息の短い革命ではない。……それは一つの新世界を征服

しなければならないが、新世界に対処しうる人々に席を譲るために、滅んでゆかなければならないのだ。36 

 

 また、先の引用文にはっきり示されているように、「革命の永続性」について言われている箇所で初めていわゆる

「プロレタリアートの独裁」という言葉が登場します。それ以前の「共産主義の原理」でも『共産党宣言』でも、ま

                                                      
35 マルクス「フランスにおける階級闘争」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第７巻、86 頁。 
36 同前、76～77 頁。 
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たそれ以前の両者の文献にもこういう表現はいっさい存在せず、せいぜい「民主主義国家制度を確立する」「プロレ

タリアートの政治的支配を打ち立てる」（「共産主義の原理」）、あるいは「プロレタリアートを支配階級に高めるこ

と」「民主主義を勝ち取ること」「支配階級として組織されたプロレタリアート」（『共産党宣言』）という表現がある

だけでした。それがこの『フランスにおける階級闘争』において「歴史的な意味での永続革命」を論じる中ではじめ

て「プロレタリアートの階級独裁」論が登場しているわけですから、両者は密接に結びついた理論であることがわ

かります。いわば両者は 1848 年革命から生まれた理論的「双子」のような存在であると言えます。 

 そしてその背景には、1848 年革命がもたらした急進主義的雰囲気であり、またその中でブランキ派との密接な協

力関係を築いていたこと、そしてその理論的影響ということもありました。しかし、それがけっして一時的なもの

でないのは、マルクスがその後もずっとこのプロレタリア独裁論を維持していることからも明らかです。やはり、

長期にわたる永続革命を遂行しなければならないからこそ、「プロレタリアートの独裁」のような強力な権力が必要

だという認識になったんだと思います。その意味では、プロレタリア独裁論と永続革命論というのは実は理論的に

は双子のような、セットのような関係にあると言えます。このことはほとんど誰にも指摘されていませんが、重要

なポイントではないかと思います。 

 次に「戦略的な意味での永続革命」について見ていきましょう。その典型的な文献はエンゲルスの「ドイツ国憲法

戦役」で、まだ 1849 年後半から 1850 年初頭にかけて書かれたもので、その中でエンゲルスはなかんずく次のよう

に述べています。 

 

 ドイツ国憲法戦役は、それ自身の中途半端さと内部的なみじめさのために挫折した。1848 年 6 月の敗北以来、ヨー

ロッパ大陸の文明諸国にとっての問題は、革命的プロレタリアートの支配か、２月革命以前に支配していた諸階級の

支配か、ということである。中道はもはや不可能である。とくにドイツではブルジョアジーは、支配する能力を持た

ないことを明らかにした。彼らは、その支配権を再び貴族と官僚に譲り渡すことによってのみ、人民に対抗して自分

の支配を維持することができた。小ブルジョアジーは、ドイツ的イデオロギーと結んで、ドイツ国憲法という形で、

決戦を延ばすことを使命とする実現不可能な妥協を試みた。この試みは失敗せざるをえなかった。…… 

 だが、それにもかかわらず、ドイツ国憲法戦役のもたらした結果は重大なものであった。それは、何よりも情勢を

単純にした。それは、はてしない調停の試みの連鎖を断ち切った。この戦役が敗北に終ったあとでは、いくぶん立憲

化した封建的＝官僚的君主制が勝利するか、それとも真の革命が勝利するか、そのどちらでしかありえない。そして、

ドイツでは革命は、プロレタリアートの完全な支配が打ち立てられるまでは、もはや終結することはできない（Und 

die Revolution kann in Deutschland nicht eher mehr abgeschlossen werden als mit der vollständigen Herrschaft des Proletariats）。

37 

 

 永続革命という言葉自体は出てきませんが、ドイツ・ブルジョアジーが「支配する能力」を持たない、したがって

ブルジョア革命を遂行する能力を持たないということ、「支配権を貴族と官僚に譲り渡す」ことによってしか人民と

対抗できないということ、そして小ブルジョアジーもまた同じであるという確認にもとづいて、もはやドイツでは

「いくぶん立憲化した封建的＝官僚的君主制が勝利するか、それとも真の革命〔つまりプロレタリア革命〕が勝利

するか、そのどちらでしかありえない」という風に問題がギリギリに突き詰めた形で提起されているわけですから、

内容は完全に「戦略的な意味での永続革命」と重なっています。そして何より、その最後の一文は、「ドイツでは革

命は、プロレタリアートの完全な支配が打ち立てられるまでは、もはや終結することはできない」となっているの

ですから、これは「戦略的な意味での永続革命」の宣言に他なりません。 

 最後に「戦術的な意味での永続革命」論ですが、それが典型的に示されているのは、マルクスとエンゲルスの両名

によって出された 1850 年 3 月の中央委員会の訴えです。その中では２ヵ所で革命の永続性について述べられていま

す。 

                                                      
37 エンゲルス「ドイツ国憲法戦役」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第７巻、201 頁。 
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〔ドイツの〕民主主義的小ブルジョアが革命をできるだけすみやかに、せいぜい前記の諸要求〔労働者の賃上げなど〕

の実現でもって終わらせたいと望んでいるのに対して、われわれの利益とわれわれの任務は、多少とも財産を所有す

るすべての階級が支配的地位から追いのけられ、プロレタリアートが国家権力を掌握し、一国だけでなく全世界のす

べての主要国のプロレタリアの協同（アソシエーション）がいちじるしく前進して、その結果、これらの国々でプロ

レタリア同士の競争がやみ、少なくとも決定的な生産力がアソシエートしたプロレタリアの手に集中されるまで、革

命を永続させることである（die Revolution permanent zu machen）。われわれにとって必要なのは、私的所有を変更す

ることではなくてまさにそれを廃絶することであり、階級対立をごまかすことではなくて階級を廃止することであり、

現存の社会を改善することではなくて新しい社会を建設することである。38 

 

しかし、労働者が最後の勝利を得るためには、彼ら自身が最も努力しなければならない。すなわち、自分の階級利益

を明らかに理解し、できるだけ速やかに独自の党的立場を占め、一瞬といえども民主主義的小ブルジョアの偽善的な

空文句に迷わされずに、プロレタリアートの党の独立の組織化を進めなければならない。彼らの戦いの鬨（とき）の

声はこうでなければならない――永続革命（Die Revolution in Permanenz）。39 

 

 上の２つの引用のうち、１つ目は、ドイツにおける革命情勢から世界革命へと革命を永続させることが書かれて

いるので、「歴史的な意味での永続革命」に分類することもできますが、出発点はあくまでもドイツにおけるありう

る小ブルジョア的革命権力の狭い限界を超えることです。２つ目は、主としてドイツの情勢を念頭に置いて、まず

は小ブルジョア革命派を権力に就かせ、それを下から突き上げてその力を使い果たさせ、そして最後に小ブルジョ

ア的段階を越えていって、革命を永続させるべきことが語られています40。当時はすでにヨーロッパ革命は完全に下

火になっており、情勢は沈静化しつつあったのですが、マルクスもエンゲルスもこれは全体としての革命期におけ

る一時的な下降期にすぎないと考えて、むしろ戦術をエスカレートすることで、事態の革命的打破を狙ったと言え

るでしょう。 

 しかし、マルクスとエンゲルスのこの革命的訴えにもかかわらず、革命情勢は再び上げ潮になることはなく、多

くの革命家は亡命を余儀なくされ、ヨーロッパ大陸のどこでも旧来の秩序が戻っていきました。マルクスもエンゲ

ルスも 1850 年の後半にはそのことを理解し、方向転換をするようになります。 

 

  ルイ・ボナパルトのクーデターと戦術的永続革命論の克服 

 革命情勢の沈静化を最も典型的に示すのが、1848 年 12 月の大統領選で名目上の大統領に就任していたルイ・ナポ

レオンが 1851 年 12 月にクーデターを起こし、全権を掌握したことです。この動きに対して、1848 年にはあれほど

フランス全土を揺るがしたプロレタリアートが受動的なままでした。このクーデターは、マルクスにとって予期せ

ぬものであり、それは直後のマルクスとエンゲルスとの往復書簡によく示されています。12 月２日のクーデターの

直後の 12 月 3 日、エンゲルスはただちにマルクスに手紙を書き、このクーデターの全体的性格に対して鋭い分析を

行なっており、その中で、後にマルクスの『ルイ・ボナパルトのブリュメール 18 日』の冒頭部分でそのまま用いら

れる一文を書いています。 

 

                                                      
38 マルクス＆エンゲルス「1850 年３月の中央委員会の同盟員への呼びかけ」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第７巻、253 頁。

この部分の訳文につき、以下を参照。田畑稔『増補新版マルクスとアソシエーション』新泉社、2015 年、324 頁。 
39 同前、259 頁。 
40 この意味での「永続革命」は後に一九〇五年のプレハーノフによって二段階「連続」革命（革命的ブルジョアジーないし革命的小

ブルジョアジーによる権力獲得の段階を前提とし、その段階から比較的短期間のうちにプロレタリア社会主義革命へと連続させるこ

と）として定式化されることになる。「戦術的な意味での永続革命」は、戦略的な意味でのそれと違って、形式的にはプレハーノフ的

な二段階「連続」革命とも両立可能であった。この点については、以下の拙論を参照せよ。森田成也「1905 年革命と永続革命論の形

成」、同『トロツキーと永続革命の政治学』柘植書房新社、2020 年。 
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まるで老ヘーゲルが墓の中から世界精神として歴史を導きながら、最大の几帳面さですべてのものを二度出現させた

かのようだ。一度目は偉大な悲劇として、二度目は出来の悪い喜劇として。すなわち、ダントンのかわりにはコシデ

ィエール、ロベスピエールの代わりにルイ・ブラン、サン＝ジュストの代わりにハルテルミ、カルノーの代わりにフ

ロコン、そして小男の下士官〔ナポレオン一世〕とその円卓騎士団の将軍たちの代わりに、手あたりしだいにかき集

められた借金だらけの中尉たちを引き連れた痴れ者〔ルイ・ボナパルト〕。こうしてわれわれはすでにブリュメール

18 日〔の茶番〕を目の前にしているわけだ。41 

 

 一読すればわかるように、翌年に出版された『ルイ・ボナパルトのブリュメール 18 日』（とりわけその初版）の

書き出し部分とほぼ同じであることがわかります42。翌日にただちにこのような鋭い分析をして見せたエンゲルスと

違って、マルクスはクーデターから１週間もしてから、次のような書き出しで始まる手紙をようやく書いています。 

 

 近ごろのパリの悲喜劇的な事件にすっかり面くらってしまって、君に返事を待たせてしまった。われわれにパリか

ら何の知らせも来ていないのはおかしい！43 

 

 マルクスは面食らってしまって、どう分析していいかわからなかったのです。しかもこの手紙でさえ、「ところで、

この情勢について君になんと知らせたらよいだろうか？」と書いており、なお判断できない状況にあったことがわ

かります44。しかし、これもマルクスの常で、エンゲルスが果敢に新しい情勢分析の道を切り開くと、マルクスは少

し遅れて、しかしより徹底した形で、より広く、より打ち固められた道をもっと先にまで切り開くのです。ボナパル

トのクーデターとそれによって形成された政権に対する分析においてもそうで、マルクスはエンゲルスの分析をよ

り先にまで推し進めて、マルクスの政治分析として最も有名になる『ルイ・ボナパルトのブリュメール 18 日』が書

かれるのです。その具体的な内容はここでは取り上げませんが、永続革命論との関係で言うと、そこには、「戦術的

な意味での永続革命論」を明確に克服したことを示す一文が見出されます。 

 

18 世紀の諸革命のようなブルジョア革命は、成功から成功へとあわただしく突進し、人も物も絢爛たる光彩に包まれ

て見え、有頂天が日々の精神である。しかしそれは短命ですぐに絶頂に達してしまう。……ところが 19 世紀の諸革

命のようなプロレタリア革命は、たえず自分自身を批判し、進みながらも絶えず立ち止まり、すでに成し遂げられた

と思えたものに立ち戻っては、もう一度新しくやり直し、自分が初めてやった試みの中途半端な点、弱い点、けち臭

い点を、情け容赦なく、徹底的に嘲笑する。……45 

 

 ここに示されているのは、後の呼び方で言うなら、18 世紀の「機動戦型」のブルジョア革命に対して、19 世紀の

（実際には本当にプロレタリア革命が起こるのはようやく 20 世紀になってからだが）プロレタリア革命が「陣地戦

型」の革命であるという論点です。ここにおいてマルクスもエンゲルスも、「戦術的な意味での永続革命」を卒業し

て、新しい革命の型について考えるようになったわけです。後世の論者の中には、マルクスとエンゲルスは 1848～

50 年前半にはたしかに「永続革命論者」であったが、それは 1848 年革命の急進主義やブランキ派の影響にすぎず、

その後、この時期の急進主義を捨てて、ブランキ派とも距離を取るようになって、永続革命の立場を克服したのだ

と言う人が少なからずいるのですが、これは、永続革命論を戦術的な意味でのそれに還元する誤った見方です。こ

のことの無理解がこの問題におけるあらゆる混乱のもとになっています。ここで克服されたのはあくまでも「戦術

的な意味での永続革命論」にすぎません。戦略的な意味では、あるいは、歴史的な意味では、永続革命論はけっして

                                                      
41 「1851 年 12 月 3 日付けエンゲルスからマルクスへの手紙」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第 27 巻、327 頁。この箇所の全

集版の訳は部分的に修正。 
42 マルクス「ルイ・ボナパルトのブリュメール 18 日」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第８巻、107 頁。 
43 「1851 年 12 月 9 日付けマルクスからエンゲルスへの手紙」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第 27 巻、328 頁。 
44 同前、329 頁。 
45 マルクス「ルイ・ボナパルトのブリュメール 18 日」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第８巻、111 頁。 
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投げ捨てられたわけではありませんでした。多少あいまいな点が残っているとしても、それは基本的に維持されて

いると見ることができます。その証拠の一つとして、1856 年のマルクスがエンゲルスに宛てた有名な手紙の一節を

引用することができるでしょう。その中でマルクスは次のように述べています。 

 

ドイツにおいて全事態は、プロレタリア革命が農民戦争の第二版のようなもので支持されるかどうかにかかっている

だろう。そうなれば事態はすばらしいものになるだろう。46 

 

 当時、ドイツではまだホーエンツォレルン王朝の絶対君主制が存在していて、まだブルジョア民主主義革命が必

要であった状況の中で、農民戦争、すなわちブルジョア民主主義革命の最も先鋭な要素と結合することによって、

プロレタリア革命は成功することができるだろうと言っているわけですから、これはまさに「戦略的な意味での永

続革命」の立場であり、また実際に 1917 年に実際にロシアで起こったことです。 

 ですから、明らかにマルクスとエンゲルスには、戦略的な意味での永続革命の発想は残っていました。そして後

にトロツキーが永続革命論として明確に定式化するのもこの戦略的な意味での永続革命論です。 

 しかしながら、すでに見たように、戦術的な意味での永続革命論が登場する場面では「永続革命」や「革命を永続

させる」という言葉が登場し、歴史的な意味での永続革命について論じている場面でも「革命の永続性」という言葉

が登場するのに、肝心の「戦略的な意味での永続革命論」が事実上語られている場面では、「永続革命」という言葉

が登場しておらず、マルクス＆エンゲルスの永続革命論について論じられる際には、事実上、戦術的なものと歴史

的なものとだけが論じられ、後で見るように、前者が情勢の変化によって両名によって放棄されたとみなされると、

永続革命論そのものが放棄されたかのように受け取られるようになったのです。 

 

  1905年革命における２つの永続革命論の再生 

 さて、ここから「縦糸」の話に入ります。その後、永続革命論の問題は全体として忘れられていきますが、帝政ロ

シアで起こった 1905 年革命をきっかけとして、再びこれが先鋭な論争テーマとなります。しかしそこでは「歴史的

な意味での永続革命論」の方ほとんど忘れられていて、基本的に「戦術的永続革命論」と「戦略的永続革命」論とい

う２つの永続革命論が論争の中心になりました（もっとも、論争当事者はこのような区分を理論的にしているわけ

ではないので、論じている当人は理解していませんが）。 

 当時のロシアは、全体として欧米に比べて資本主義の発展水準は低かったのですが（といっても、多くの人が固

定観念として思い込んでいるほどではない）、ウラル以西のいわゆるヨーロッパ・ロシアにおいては 19 世紀末から

急速に工業化が進み、大規模なプロレタリアートが大工場に集中して存在していました。1848 年革命時のドイツで

は労働者の数も少なく、その大部分が職人的労働者でしたが、1905 年のロシアでは、1848 年当時のドイツよりもは

るかに巨大な数の労働者がいて、しかもその多数は典型的な産業労働者だったのであり、しかもその先進部分は圧

倒的にマルクス主義の影響下にありました。マルクスの思想が単に多くの思想の一つにすぎず、しかも生まれたて

の少数派であった 1848 年当時のドイツとはこの点でも雲泥の差です。 

 つまり、『共産党宣言』でマルクスがドイツの特殊性として述べた「この〔ブルジョア革命という〕変革を 17 世

紀のイギリスや 18 世紀のフランスと比べてヨーロッパ文明全体のより進んだ諸条件のもとで、そしてはるかに発達

したプロレタリアートでもって遂行する」という状況が、はるかに先鋭化した状態が当時のロシアにあったのです。

それは、晩年のマルクスが構想した、ロシアのミール共同体を維持したままインテリ中心のテロリストが革命を起

こし、それが西欧での社会主義革命と補い合うというものとも根本的に異なっていました47。 

 こうした状況のもとで、２つの永続革命論をめぐる対立が発生します。まず、ボリシェヴィキもメンシェヴィキ

も、当時、革命の最も断固たる推進勢力がプロレタリアートであり、とりわけその組織され集中された部分である

                                                      
46 「1856 年 4 月 16 日付マルクスからエンゲルスへの手紙」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第 29 巻、39 頁。 
47 この問題については、以下の拙稿を参照。森田成也「『資本論』とロシア革命における経済法則と階級闘争」、『「資本論」とロシア

革命』柘植書房新社、2019 年。 
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工場労働者であることを理解していましたから、プロレタリアートがヘゲモニー的役割を果たすブルジョア革命と

いう特殊な状況にロシアが置かれていることをそれなりに自覚していました。しかしどちらも、単線発展史観のド

グマに囚われていたため、ブルジョア民主主義革命の枠組みを何とか維持しようと苦心しなす。メンシェヴィキは、

今はプロレタリアートがヘゲモニー勢力だが、やがてブルジョアジーや小ブルジョアジーも革命勢力として台頭し、

プロレタリアートの上に立ってブルジョア革命の権力を握るだろうと想定しました。したがって、プロレタリアー

トとその党は急進的野党の位置をキープし、下から革命を推進しなければならないと考えました（革命的野党論）。 

 ボリシェヴィキは、ブルジョアジーにも小ブルジョアジーにもそうした意思も能力もないことを正しく理解し、

したがってプロレタリアートが最後までヘゲモニー勢力としてブルジョア革命を最後まで遂行しなければならない

と考えましたが、ブルジョア革命の同盟者である膨大な農民層がプロレタリアートの行動を制約し、したがってど

んなに徹底してもブルジョア革命の枠内にとどまるだろうと考えました（労農民主独裁論）。 

 しかし両者とも、激しい論争の中で、そして沸騰する革命の嵐の中で永続革命論へと急速に接近します。1905 年

の論争の中でたびたび「永続革命」ないし「革命の永続性」という言葉がメンシェヴィキやボリシェヴィキの機関紙

の中で踊り、彼らのかなりの部分は永続革命を支持するような言辞が飛び交うようになります。たとえばプレハー

ノフは、1850 年 3 月のマルクスとエンゲルスの例の「訴え」（回状）を取り上げて、そこに示された永続革命の路線

こそわれわれの路線であるとさえ言っています。さらにレーニンやルナチャルスキーなども、一時的には労農民主

独裁論さえ超えて、永続革命を支持するかのような発言もするようになりました。トロツキーとパルヴスはメンシ

ェヴィキの機関紙であった『ナチャーロ』の編集部を完全に支配するに至り、永続革命論ないしそれに近い議論が

展開される舞台になりました。 

 しかし、そうした接近は基本的に、当時の革命的雰囲気の中で生じた「戦術的な意味での永続革命論」にすぎませ

んでした。それゆえ、革命がしだいに沈静化していく 1907 年以降になると、メンシェヴィキもボリシェヴィキも永

続革命については語らなくなり、元の鞘へと戻っていったわけです。メンシェヴィキは段階革命論へ、ボリシェヴ

ィキは労農民主独裁論へ。 

 そうした中でトロツキーが唯一、ロシアの歴史的特殊性の深い分析にもとづいて「戦略的な意味での永続革命論」

を最も明快な形で定式化しました。１、ロシアが当面する革命はたしかにブルジョア革命であるけれども、ロシア

におけるブルジョアジーも小ブルジョアジーも反動的であるか臆病であるため、あるいはその両方であるため、こ

のブルジョア革命を指導することはできない。２、実際にブルジョア革命を指導しそれを勝利に導くことができる

のは、農民と同盟したプロレタリアートだけであり、したがって革命の開始から勝利までどのような段階があるに

せよ、ロシアにおけるブルジョア革命の勝利は、「農民を指導するプロレタリアートの独裁」としてのみ可能である。

３、このブルジョア革命の勝利者として権力に就いたプロレタリアートは自己保存のためだけであっても革命をブ

ルジョア的段階にとどめることはできず、ブルジョア革命を徹底するためだけであっても、革命のブルジョア的段

階を越えて社会主義革命へと連続しなければならない。４、しかし、それがどこまで進めるかはその時における国

内外の情勢によって規定されるのであり、ロシアの全体としての経済的後進性からして、ロシア単独で社会主義革

命を最後まで遂行することは不可能であって、ヨーロッパ革命によって補完されなければ、早晩、崩壊することに

なる、という主に４つのポイントで構成される戦略的展望が出てくるわけです。こういう風に明快な（そしてその

後の歴史が示すように驚くほど正確な）展望を示すことができたのは、ひとりトロツキーだけです。他の誰もこの

ような定式化に至っていません48。 

 ですから、当時、「永続革命」という言葉が飛び交いますが、実際にはそのほとんどは「戦術的な意味での永続革

命」であり、当時の急進的雰囲気に煽られたものでした。しかも、トロツキー自身が自分の理論を「永続革命」とい

う言葉で表現するのはずっと後ですから、むしろ「永続革命」という言葉を好んで用いたのはメンシェヴィキの方

でした。ですから、当時の論争を振り返って、メンシェヴィキの用法をそのままトロツキーの永続革命論といっし

ょくたにして論じるのは一面的です。当時の圧倒的に革命的な雰囲気の中でとうてい革命のブルジョア的段階にと

                                                      
48 トロツキーの永続革命論と当時のロシアにおける論争についてより詳しくは、近刊予定の以下の拙書を参照。森田成也『トロツキ
ーと永続革命の政治学』柘植書房新社、2020 年。 
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どまってはいられないとして戦術的に永続革命論へと接近するのと、そうした雰囲気を積極的に吸収しつつも深い

社会的分析に基づいてロシアにおける永続革命的展望を定式化するのとでは、次元が異なるわけです。 

 もちろん、革命的雰囲気に影響されて「戦術的な意味での永続革命」の展望へと向かう人々が大量に生じること

自体は、「戦略的な意味での永続革命論」が前提にしていたロシアの歴史的特殊性を表現するものであり、それが正

しく「戦略的な意味での永続革命」論へと昇華するならば（あるいはそれによって媒介されるならば）、革命の正し

い指導を可能とするものです。 

 

  1917年革命の教訓 

 さらに「縦糸」を辿っていきますと、1905 年革命の後の反動期を経て、第一次世界大戦の結果として 1917 年にロ

シア大革命が起こります。この時最初に２月革命が起こって、ブルジョア革命のすべてではないが、その大きな一

部がすでに達成されました。すなわちロマノフ王朝の打倒、共和制の実現という点では一つの大きな目標が達成さ

れていました。 

 では、この時点でどのような革命路線を取るべきなのかをめぐってボリシェヴィキの中で論争になったときに、

最初のうちは、ブルジョアジーと官僚によって急きょ作られた臨時政府を批判的に支持しながら、ブルジョア革命

を徹底するという路線がボリシェヴィキの中で支配的になっていたときに、みなさんもご存知のようにレーニンが

亡命地から帰ってきて、有名な４月テーゼを発表し、臨時政府をいっさい支持しない、これまでのボリシェヴィキ

の基本路線であった労農民主独裁はソヴィエトという形で事実上すでに実現している、したがってこの段階にとど

まっていてはだめで、すべての権力をソヴィエトに移し、プロレタリアートと貧農による政府をめざす、ソヴィエ

トによる銀行の統制や生産の管理などの過渡的措置を導入すること、という立場を打ち出しました。これは旧来の

労農民主独裁論からの転換であり、まだ永続革命の路線そのものにはなっていないとはいえ、そこに向けての大き

な飛躍でした49。その後、レーニンはしだいにより明確な永続革命の路線へと移行していきます。 

 これはいわば、当時における急進主義的雰囲気の中で、「戦術的な意味での永続革命論」を梃子にして、「戦略的な

意味での永続革命論」へと（無意識のうちに）飛躍したものと見ることができます。ところが他のボリシェヴィキ指

導者はどうかというと、彼らは最終的にレーニンの４月テーゼを支持するに至りますが、それは当時の革命的雰囲

気と下からの革命的労働者の圧力にしたがった結果であって（それ自体は重要なことで、というのは、メンシェヴ

ィキは 1905 年の時と違って、戦術的な意味でさえ永続革命論に従わなかったからである）、戦術的な意味での永続

革命を受容したにとどまったと言えます。だから、後に永続革命論をめぐって党内論争が起こったときに、主要な

ボリシェヴィキ指導者はみな永続革命論に敵対するし、あるいは、その一部が後にトロツキー派と合同した後でさ

え、永続革命論における発展のダイナミズムを理解していないことを暴露することになります。 

 レーニンも、無意識的に「戦略的な意味での永続革命」論へと飛躍したけれども、それは結局「無意識的なもの」

であったために、過去を振り返って、1905～06 年時点の論争において正しかったのはレーニンでもメンシェヴィキ

でもなくトロツキーであったことを、公表された文章や演説などで明言することはありませんでした。1927 年に自

殺したアドルフ・ヨッフェがその遺書の中で明らかにしているように、私的会話ではそう言っていたのですが、そ

のことを公の場で語ることはありませんでした。そのために、後に、トロツキーに対する総攻撃が始まったとき、攻

撃側は過去のレーニンのあれこれの文章を持ち出して、トロツキーの永続革命論を異端、極左、メンシェヴィズム

などと非難することができたのです。 

 

  グラムシ「獄中ノート」における２つの永続革命論 

 以上の話の補足として、実は、グラムシの「獄中ノート」の中にも「２つの永続革命」という議論が出てくること

について、紹介しておきます。あるいは、私がこれまで述べた「３つの永続革命論」がいわば未分化の形で出てきて

いると言ってもいいと思います。 

                                                      
49 レーニン「現在の革命におけるプロレタリアートの任務について」、邦訳『レーニン全集』第 24 巻、大月書店、3 頁。 
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 よく知られているように、グラムシの「獄中ノート」にはあちこちでトロツキーを念頭に置いて永続革命論に対

する批判がなされていて、それはジャコバン的なもので、1848 年革命でも適用され、その後時代遅れになり、市民

社会が未発達な 1917 年のロシアに適用されて成功を収めたものの、ヨーロッパでは適用できない、という趣旨の発

言です。けれども、こうした永続革命論批判は実はすべて「戦術的な意味での永続革命論」に対する批判でしかない

んですね。「戦略的な意味での永続革命論」を批判した部分は一つもありません。この点をまずは押さえておく必要

があります。「戦術的な意味での永続革命」と「戦略的な意味での永続革命」との区別を踏まえている人はほとんど

いませんから、「永続革命」に対するあれこれの批判がそのままトロツキーの永続革命論に対する批判であると短絡

してしまうのです。 

 さらに重要なことは、他方でグラムシは、史的唯物論に関する２つの命題について論じた個所――これは非常に

有名な箇所なので、グラムシを学んだ人は必ずこの部分も読んでいると思いますが――で、その議論の流れの中で、

永続革命について肯定的に触れている箇所もあるんですね。まず、史的唯物論の２つの命題としてグラムシが述べ

ているのは、以下の部分です。 

 

 （１）いかなる社会も、その解決のための必要かつ十分な諸条件がまだ〔既訳では「もはや」と誤訳されている〕

存在していないか、または少なくともそれらの条件が出現と発展の途上にないような課題を設定しないという原則。

（２）いかなる社会も、その諸関係が内包しているすべての生活形態を発展させてしまうまでは解体しないし、また

取り替えられることはありえないという原則。50 

 

 これは、マルクスの有名な『経済学批判』序文に出てくる史的唯物論の定式をグラムシ流に言い直した箇所です

が、グラムシは、この２つの命題を「弁証法的に媒介」するのが「永続革命の政治的・歴史的定式」だと述べていま

す。 

 

まさしく、さまざまの振り幅をともなったこれらの「波」〔既訳では「うねり」と訳されている〕の研究こそ、一方で

は構造と上部構造との諸関係、他方では構造の有機的運動の展開と状況的〔既訳では「景気変動的」と訳されている〕

運動の展開との諸関係の再構築を可能にするのである。いずれにせよ、本節の冒頭で述べた２つの方法論的原則の弁

証法的媒介は永続革命の政治的・歴史的定式のなかに見いだしうるということができる。51 

 

 ここでこのように一言言っているだけなので、その意味するところは推測する以外ありませんが、まずは言葉だ

けを見ても、「政治的」というのは「戦略的」と言いかえることができますし、「歴史的」は文字通り「歴史的」の意

味です。つまり、戦術的な意味では、永続革命の路線は基本的にジャコバン的であって、1848 年革命では適用され

たが、すでに十分に力は発揮されず、さらにその後のヨーロッパの資本主義的発展によって時代遅れになった。1917

年に再びロシアで適用されて成功したが、それはロシアという後進国が、「国家がすべて」で市民社会がゼラチン状

の国でしか適用できないものだった、というように言って、「戦術的な意味での永続革命」の妥当性を歴史的にも地

理的にも限定したわけです。グラムシはそう言いながら、永続革命について先の文章に見られるように肯定的な文

脈でも用いているわけです。 

 では先の文章は具体的にどういう意味かと考えてみますと、たとえば次のように考えることができます。1917 年

の帝政ロシアは、資本主義の克服と社会主義への前進という歴史的課題を解決するための必要条件が（状況的な意

味で）出現し、十分条件もその発展途上にあったが（命題１の充足）、資本主義社会の「すべての生活形態」が完全

に発展していたわけではなかった（命題２の非充足）。社会というのは、新しい社会ないし新しい課題を実現するた

めの諸条件が出現し発展していったとしても、それと同時に社会の中のすべての要素が発展しきるわけでありませ

                                                      
50 『グラムシ・リーダー』御茶の水書房、1995 年、231 頁。 
51 同前、235 頁。既訳では「振り幅」は「振動」と訳され、「波」は「うねり」と訳され、「状況的」は「景気変動的」と訳されてい

る。 
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ん。この両者のあいだには、大きな歴史的タイムラグが存在するわけです。 

 先の命題１と命題２というのは、単に同じことの言いかえであると当時見られていたし、今も多くの研究者によ

って見られていますが、グラムシはこの両者に深刻なずれがあるとみなしたわけです。たとえば、1917 年のロシア

においては、新しい社会の実現という歴史的課題に向けた諸条件が、ソヴィエトや革命的労働者の運動や強大なボ

リシェヴィキ党という形で存在していたけれども、ロシアという古い社会の中にあったさまざまな要素、たとえば

生産力や技術、市民社会、農民などが発展しきっていたわけではありませんでした。そこには明らかに深刻な構造

的ずれがあり、歴史的タイムラグがあります。ではそれらを何が埋めるのか、何が媒介するのかというと、グラムシ

は「永続革命の政治的・歴史的定式」であると言うわけです。実はこれこそトロツキーの認識でもあったわけです。

トロツキーは単に、ブルジョア革命からプロレタリア革命への飛躍ないし連続について語ったわけではなく、ロシ

アの後進性ゆえに、自足的に社会主義へと至ることができるわけではなく、その中で社会の諸要素を発展させなが

ら、ヨーロッパ革命が起こるまで持ちこたえなければならないと考えたわけです。 

 あるいは、あそこでグラムシが言っているのは「歴史的な意味での永続革命」であると考えると、ロシアの特殊性

とは別に、あらゆる国において、社会はその中のあらゆる要素が発展しきる前に、常に、新しい社会の実現のための

諸条件を部分的に現出させ発展させるのだから、そのような諸条件にもとづいて起こる革命は常に「歴史的な意味

での永続革命」にならざるをえず、社会の要素がすべて発展しきるまで革命を持続させなければならないと主張し

ていたと解釈することもできます。 

 つまりグラムシは、「戦術的な意味での永続革命論」をトロツキー＝パルヴスに押しつけるという誤謬を犯しまし

たが（しかし、それは獄中という状況下での意図的煙幕だったかもしれません）、以上のように再解釈するなら、グ

ラムシは実は、戦術的な意味での永続革命から歴史的ないし戦略的な意味での永続革命を区別するというトロツキ

ーの方法的認識を受け継いで、後者をより普遍的な文脈の中に置いていると考えることができます。 

 

  ソ連東欧崩壊後における永続革命論の意義 

 さらに縦糸を手繰っていきますと、1917 年における戦略的永続革命によって成立したソ連が崩壊した後に、では

永続革命論というのはどのような現代的意義があるのかということが問題になります。これまで縷々述べたように、

永続革命には３つの次元が存在します。戦術的意味での永続革命、戦略的な意味での永続革命、そして歴史的な意

味での永続革命です。戦術的な意味での永続革命はここでは主たる問題になりません。問題になるのは、後の２つ、

とりわけ「歴史的な意味での永続革命」です。 

 現在の新自由主義的な資本主義のもとでは、人間の最もプリミティブな生存条件、人間らしく生きる権利、民主

主義の基本的条件などがますます維持できなくなっています。ますます深刻化する地球温暖化、ますます拡大しグ

ローバル化する経済的格差、そして今日の新型コロナウイルスの蔓延、あるいは世界各地で勃発する内戦やテロや

人種差別、等々がそのことを雄弁に示しています。あるいは、いま各国で独裁政権やポピュリスト政権があいつい

で成立していますが、この問題もそうです。とくに、旧ソ連・東欧圏では、資本主義化によって民主主義化が進んだ

どころか、あいついで独裁者が政権につき、労働者や女性や同性愛者の権利が深刻に脅かされています。 

 つまり文明と人間的生存、民主主義の初歩的条件は結局、これほどの資本主義の発展にもかかわらず実現されま

せんでした。経済が発展していないから、生産力が低いから実現できないのではなく（マルクスの時代にはそう言

えたかもしれませんが）、資本主義の構造的枠組みとその基本的メカニズムがそれを不可能としているのです。した

がって、結局、歴史は人類に対して、人間的生存と民主主義の初歩的諸条件の実現を社会主義に結びつけることを

余儀なくしています。本来の永続革命論においても、社会主義革命は、後発資本主義のもとでは結局達成されなか

った初歩的な文明と民主主義の諸条件、諸課題を実現するのに必要なものとして提起されました。これと同じこと

が、ぐるっと一周回って、今日の高度に発達した資本主義社会においても、世界史的な意味を帯びてわれわれの前

に提起されているのです。 

 これは言ってみれば、「歴史的な意味での永続革命論」の世界史的な復活であり、また『共産党宣言』の以下の命

題の高次復活であるとも言えます。 
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ここではっきりと明らかになるのは、ブルジョアジーはもはや社会の支配階級にとどまることができないこと、自

分たちの階級の生活条件を正常な法則として社会に押しつけることができないということである。彼らには支配する

能力がないというのは、自らの奴隷たちにその奴隷制のもとでの生存を保障することさえできないからである。……

社会はもはやブルジョアジーのもとでは生きていくことができない。すなわちブルジョアジーの生存はもはや社会と

あいいれない。（74～75 頁） 

 

 ここでマルクスがブルジョアジーには支配する能力がないと宣告した理由は、当時の労働者がどんどん貧困化し

ていって、その賃金が生存条件以下に落ち込み、受給貧民化しつつあることでした。自分が搾取する奴隷にまとも

な生存さえ保証できないような支配階級が支配階級としての資格を持つはずないだろうというのが、当時のマルク

スの判断でした。これは、しかし、みなさんもご存知のように、労働者階級自身の激しい階級闘争を通じて、そして

度重なる革命や内乱を通じて（その中には、パリコミューン、ロシア革命、中国革命、等々も入ります）、ブルジョ

アジーに対して、それが搾取する奴隷にもまともな生活をさせることを可能とするような賃金水準や労働環境、政

策体系を押しつけることができました。そのため、ここでのマルクスの言明、すなわちブルジョア支配は今や歴史

的限界に至っており、新しい社会秩序に席を譲らなければならないという宣告はそのままでは妥当しませんでした。 

 しかし、今日、『共産党宣言』におけるこの最終宣告は、より大規模に、そしてより深刻な形で妥当性を帯びてい

ます。資本主義の暴走に対する決定的な歯止めになっていた、資本主義国内部の労働者の運動と資本主義国外部の

「社会主義」圏を崩壊させた結果として、資本主義は自己自身の破壊といっしょに人類全体を滅亡へと引きずり込

む過程を突き進んでいます。このことはたとえば、現在のコロナ危機の渦中において、資本主義世界の盟主たるア

メリカが何ら積極的なイニシアチブを発揮できず、とめどなく感染者が広がる中で、各国ないし各州の自助努力に

任せて呆然自失状態にあることにも示されています。また、ますます深刻化する地球温暖化問題に関しても、アメ

リカは何らイニシアチブを発揮しないどころか、本来の対策に逆行することしかしていません。この面に関しては、

他の資本主義諸国も同じであり、人類を乗せた列車が奈落の底に向かって落ちていくのをただ傍観しているだけで

す。 

 以上の点からして、現在、「社会はもはやブルジョアジーのもとでは生きていくことができない。すなわちブルジ

ョアジーの生存はもはや社会とあいいれない」という『共産党宣言』の最終宣告は、かつてないほどのリアリティを

持つようになっており、その意味で『共産党宣言』は今日においても十分に現実的力を持ったものだと思います。 

 

４、『共産党宣言』とプロレタリアートの変革能力 

 

 『共産党宣言』をめぐる主要な４つのテーマの最後は、「『共産党宣言』とプロレタリアートの変革能力」について

です。「３」の最後で見たように、資本主義がその歴史的限界に至っているとすれば、ではいったい誰が、あるいは

どのような社会勢力がそのような歴史的限界を突破して、新しい社会秩序を担う役割を果たすのかということが、

当然次の問題になります。そして『共産党宣言』は言うまでもなく、プロレタリアート（おおむね産業労働者と重な

る労働者）こそが資本主義の「墓堀人」であって、資本主義の転覆という歴史的使命を担うのだとされています。

『共産党宣言』の新訳解説でも述べたように、今日、『共産党宣言』ないしマルクス主義そのものの妥当性を云々す

る人びとは、常に、『共産党宣言』のこの予言は実現しなかったと言うのが常です。 

 しかし、先ほど述べたように、『共産党宣言』におけるブルジョア支配への最終宣告が当時においては妥当しなか

ったのは、プロレタリアートの階級闘争のおかげであり、その変革能力のおかげでした。『共産党宣言』が資本主義

の「墓堀人」として歴史的に名指したあの産業労働者こそが、その指名に見事に応えて、資本主義の暴走をあちこち

で押しとどめ、しばしばそれを反転させ、時にいくつかの国で実際にブルジョア秩序を覆すことで、世界ブルジョ

アジーを「教育」し「教化」した結果として、ブルジョアジーの支配と社会の存続との両立がかろうじて可能になっ

たのです。それはブルジョアジーの支配能力のおかげというよりも（多くの人はそれに還元しますが）、プロレタリ
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アートの変革能力のおかげなのです。ところが、逆説的なことに、他ならぬ「プロレタリアートの変革能力」の結果

であるものが、資本主義の「墓堀人」としてのプロレタリアートという『共産党宣言』の予言が外れた証拠として持

ち出されているのです。 

 

  『共産党宣言』と階級闘争 

 まずは、この「４」においても、「横糸」と「縦糸」を通して考えていきたいと思います。まずは「横糸」です。

『共産党宣言』にはさまざまな歴史的名文句が散りばめられていますが、その中でもおそらく誰もが想起するもの

の一つが、「１、ブルジョアジーとプロレタリアート」の冒頭に登場する「これまでのあらゆる社会の歴史は階級闘

争の歴史である」という一句でしょう。この文章を皮切りに、『共産党宣言』にはトータルで 10 回も「階級闘争」と

いう言葉が登場します。しかし、意外に知られていないことに、『共産党宣言』の下書きとしての役割を果たした「共

産主義の原理」には、一度も「階級闘争」という言葉は登場しないのです。「階級」という言葉は何十回と登場する

し、プロレタリアートが社会革命の担い手であり、その遂行者であることもきちんと言われています。また、「これ

らの諸国ではブルジョアジーとプロレタリアートが社会の二つの決定的な階級をなし、両者間の闘争が現代におけ

る主要な闘争となっている」（38 頁）とも書かれており、これは要するにブルジョアジーとプロレタリアートとの

「階級闘争」のことです。 

 したがってもちろんのこと、エンゲルスが「階級闘争」に否定的であったというわけではありません。「共産主義

の原理」以前に書かれた『イギリスにおける労働者階級の状態』には、実に生き生きと具体的にイギリス労働者階級

による激しい階級闘争の様相が詳しく描かれていますし（ただし「階級闘争」という言葉は登場しない）52、また「共

産主義の原理」と同じころに書かれた「共産主義者とカール・ハインツェン」という論文では「階級闘争」という言

葉自体も複数回登場します53。したがって、「共産主義の原理」と『共産党宣言』との違いは、一方には「階級闘争」

がなく他方にはあるということではけっしてなく、『共産党宣言』において階級闘争がきわめて鋭く強調され、誰に

とっても印象深い形でクローズアップされているということです。 

 『共産党宣言』は、社会の変化・運動（革命は言うまでもなく）の主要な動力として階級闘争をこのように鮮烈に

位置づけることで、これまでの空想的社会主義の流れに対して明確な一線を引くとともに54、社会主義は何よりも資

本主義のもとで搾取され抑圧されている労働者階級自身の自己解放の産物であるという基本的立場を高らかに宣言

しているのです。もちろんこれはエンゲルスにも共有されていた立場だが、マルクスは階級闘争の意義を繰り返し

強調することで、それをより鮮明にはっきりと打ち出しているわけです。マルクスにおけるこの階級闘争の決定的

な強調を無視して、「マルクスらしさ」や「真のマルクス」をあれこれ論じる最近の風潮はまったくもってナンセン

スです55。 

 言うまでもなく、マルクスとエンゲルスが『共産党宣言』や「共産主義の原理」で歴史的使命を担いうるプロレタ

リアートとして念頭に置いていたのは、近代工業の固有の産物である産業労働者でした。しかし、『共産党宣言』の

出版直後にフランスのパリで起こった 1848 年２月革命の推進勢力は、工場労働者ではなく、パリの職人的労働者で

                                                      
52 エンゲルスの『労働者階級の状態』で具体的に描かれたイギリス労働者の戦闘性と堅忍不抜さ、大胆さこそ、マルクスとエンゲル
スをして、近代産業労働者の変革能力と解放能力とを確信させたものである（少なくともその最も重要な源泉である）と言うことが

できる。 
53 その一つについては、新訳の『共産党宣言』の訳注で紹介しておいた（51 頁）。それ以外としては以下に登場する。邦訳『マルク

ス・エンゲルス全集』第４巻、331 頁。 
54 通常、空想的社会主義とマルクス主義（ないし科学的社会主義）との違いを社会の発展法則の認識の有無、社会主義の物質的諸条

件の必要性の理解の有無に還元されて論じられがちだったが、労働者自身による階級闘争の決定的な重要性の認識の有無もまた、そ

れに劣らず決定的な違いだった。それは『共産党宣言』において登場する「階級闘争」という用語の半分が、何よりも既存の社会主

義潮流（小ブルジョア的・保守的等々）に対する批判の文脈で登場していることにも示されている。 
55 この種の傾向の代表格がいわゆるアソシエーション論である。「アソシエーション」論は別にマルクス独自のものでもなければ、

ましてやマルクス思想の核心をなすものではない。「各人の自由な発展が万人の自由の発展の一条件となる」ようなアソシエーション

を実現するためには、何よりもプロレタリアート自身による生死をかけた階級闘争と国家権力の獲得（プロレタリアートの独裁）、そ

してそれによる収奪者の収奪と社会全体の永続的変革が必要であること（歴史的な意味での永続革命）、これこそがマルクス（とエン

ゲルス）の「独自性」なのであり、その思想の核心をなすものである。自由な生産者のアソシエーションという結果ではなく、それ

を可能とする革命的条件にこそ本来の論点と分岐点とがあるのだ。 
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したし、ドイツの３月革命においてもそうでした。イギリスでは、産業労働者はすでにチャーチスト運動や労働組

合運動を担っていたけれども、1848 年革命においてはイギリスは例外的に非革命的状況にありました。したがって、

1848 年革命においてヨーロッパ各地で急進的労働者運動の核を担ったのはどこでも職人的労働者ないし手工業労働

者でした。ですから、ある意味、大工業によって組織された近代産業労働者がその階級闘争を通じてやがてプロレ

タリア革命を実現することができるのだという「共産主義の原理」や『共産党宣言』の展望は、当時にあってはきわ

めて大胆な理論的予測であったと言うことができます。しかし、産業労働者はその後多くの変革や動乱を実際に担

ったことで、この理論的予測がきわめて正しかったことが、その後の歴史の中で何度も繰り返し証明されました。 

 

  歴史が示した産業労働者階級の変革能力 

 ここから「縦糸」の話になりますが、今日、われわれは資本主義の脱産業化と新自由主義のもとで生きているの

で、「労働者階級の変革能力ないし自己解放能力が歴史によって証明された」と言うと、一見、まったく根拠のない

断言であるかのように見えますが、それは現在の惨めさを過去にまで投影する根本的に誤った見方です。 

 このような歪みを取り除こうとしたのが、先ほど少し触れた、マイク・デイヴィスの最新著『マルクス 古き神々

…』です。この著作は、多くの研究文献（英語文献にほぼ限定されているとはいえ）にもとづいて、『共産党宣言』

以降の 19 世紀後半から 20 世紀後半にかけて、いかに労働者階級が繰り返し階級闘争と社会変革に断固として立ち

上がり、いかにしばしば巨大な奇跡を成し遂げたかを具体的に明らかにしています。たとえば、デイヴィスは、1890

年から 1921年までの 30年間における労働者の大衆ストライキないしゼネストの一覧を提示していますが、それは、

1890 年のフランスでのゼネストに始まって、1921 年におけるアルゼンチンでのゼネストに至るまで、44 ものゼネス

トを列挙しています56。これには、アジア地域におけるゼネストは含まれていません。 

さらにデイヴィスは、第１次世界大戦を通じて、戦争遂行に必要な武器弾薬や物資を大量生産するために、巨大

に膨張した金属労働者や機械工労働者、造船労働者などが、1918 年以降のヨーロッパ革命と共産党交流の物質的・

主体的土台となったことを説得的に示している57。そして、1921 年以降も繰り返し大規模なゼネストやそれに類す

る労働者の大規模な闘争が起きたことが言うまでもありません。とりわけ 1930 年代におけるアメリカの産別労働組

合の闘争はアメリカ政治のニューディール的転換をつくり出し、日本の戦後改革にも射程が伸びる決定的な時代の

変化をつくり出しました。 

 新訳『共産党宣言』の解題でも書きましたが、今日における価値あるもの、労働者の保護であれ、共和制や民主主

義であれ、女性参政権の獲得であれ、ファシズムの打倒であれ、福祉国家の成立であれ、国際人権規範の確立であ

れ、そのほとんどが労働者（およびそれと同盟した農民）の闘いによって獲得されたものです。19 世紀半ば以降、

少なくとも労働者階級、とりわけ産業労働者階級が大規模に参加することなく達成された進歩的成果はほとんど存

在しないと言っていいでしょう。 

 

  ロシア革命から戦後へ 

 その最大の成果こそ、何といっても 1917 年の２月革命とそれに続く 10 月革命です。数百年続いたロマノフ王朝

をわずか５日間で崩壊させたのは首都ペテルブルクにおける工場労働者（しかもその多くは、当時の兵役のおかげ

で女性労働者だった）の勇敢な闘争であり、彼らの生死をかけた闘争に、主として農民からなる首都の守備兵たち

が合流したことで、絶対的な君主として君臨していたロマノフ家はまるでカルタのように崩れ去りました。労働者

たちは 1905 年の経験に基づいてただちにソヴィエトを結成しましたが、最初のうちはメンシェヴィキとエスエルに

よって指導されていたので、主としてブルジョアジーと官僚・貴族からなる臨時政府を支える役割を果たしました。

しかし、プチロフ工場の数万人規模の労働者をはじめとする産業労働者の階級的自覚と自立性がしだいに高まり、

ボリシェヴィキの影響力が増すにつれて、臨時政府も維持できなくなり、何度も内閣改造を繰り返し、途中から著

                                                      

56 前掲デイヴィス『マルクス 古き神々…』、103 頁。 

57 同前、112～115 頁。 
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名なメンシェヴィキ指導者やエスエル指導者も入閣して何とかブルジョア臨時政府を維持しようとしましたが、そ

れでも日増しに増大する労働者階級の階級的圧力に抗することができず、２月革命からわずか８ヵ月後に、臨時政

府は打倒され、ソヴィエトという労働者階級の自己統治機関による初めての政権が誕生したのです。マルクスとエ

ンゲルスが『共産党宣言』において予期した通り、産業労働者階級がブルジョアジーの支配を打倒した瞬間でした。 

 今なお、当時のロシアにはほとんど産業労働者階級がいなかったかのように考えて、マルクスの予想に反してロ

シア革命が起こったかのように言う人が後を絶ちませんが、それはまったくの間違いです。1905 年時点ですでにロ

シアには 1000 万人以上のプロレタリアートがいて、それは『資本論』執筆時のイギリスの労働者階級の数（約 800

万人）よりも多かったのです。そのうちいわゆる産業労働者階級は 400～500 万人を数え、しかも、その大部分は、

当時ヨーロッパ大陸で最も発達した資本主義国であったドイツよりもはるかに、大規模企業に集中されていました

58。そして、ロシアの労働者階級は、ドイツを除いてヨーロッパの他のどの国よりもマルクス主義の影響力が強く、

そして言うまでもなくわずか 10 年ちょっと前に 1905 年革命という労働者革命の経験を積んでいました。 

 以上のように考えれば、ロシア革命は『資本論』に反して起こったものではなく、ある意味で、『共産党宣言』か

ら『資本論』に至るマルクスとエンゲルスの基本的な予測に一致して起こったのです。当時のロシアはヨーロッパ

で最も遅れた資本主義国であったという決まり文句は、国の総生産力を総人口で割った平均値に関してのみ正しい

のであり、ロシアのような、社会がきわめて鋭く分極化している後発国（一方におけるヨーロッパ以上に高度に集

中された 1000 万のプロレタリアート、他方では半ば農奴制的な条件下にある１億の農民）においては、そのような

平均値によって政治的ダイナミズムを測ることほど馬鹿げたことはありません。まさにそのようなロシア社会の先

鋭な複合性に鋭く着目し、そこから生じる独自のダイナミズムを定式化したものが、すでに「２」で明らかにしたト

ロツキーの永続革命論（戦略的永続革命論）でした。 

 このような史上初の労働者国家に対して、旧支配勢力と欧米帝国主義は容赦なく襲いかかり、1918 年から革命ロ

シアは内戦に巻き込まれます。３年近くにおよんだこの内戦で 100 万以上の革命的労働者（大部分は青年59）と革命

的農民が命を落とし、さらにその数倍の数のロシア民衆が飢餓と疫病（スペイン風邪によるものを含む）で亡くな

りました。レーニン＝トロツキーと並んで革命ロシアを指導したあのスヴェルドロフもスペイン風邪の影響で亡く

なっています。こうして、ロシア革命を実現し支えた労働者階級の大半が死亡するか、官僚機構に吸収されるか、あ

るいは農村に帰って農民になってしまいました。どれほど労働者階級が偉大であっても、これほどのダメージを受

けて、健全であることなどできません。その後、ロシア労働者国家がスターリニスト的堕落をこうむった重要な要

因の一つが、この革命的労働者階級の大量死と疲弊と解体であったことは間違いないでしょう。ちょうど、1848 年

革命とその後の６月事件で大量死と疲弊をこうむったフランス・プロレタリアートがルイ・ナポレオンのクーデタ

ーに受動的であったのと同じです。 

 とはいえ、ロシア労働者国家は堕落しながらも維持されたし、その後も、労働者階級はヨーロッパでも中国でも

アメリカでもインドでも数々の動乱を引き起こし、世界を繰り返し震撼させ、その巨大な変革能力を見せつけてき

ました。それは戦後になっても同じであり、1980～90 年代における新自由主義的反革命とソ連・東欧の崩壊による

階級闘争の世界史的敗北まで、労働者階級は農民や少数民族と同盟しつつ、繰り返しその偉大な変革能力を発揮し、

先進国では福祉国家を支え、第三世界でしばしば社会主義革命を成し遂げてきたのです。 

 この日本でも、戦後改革を実現し維持することを可能にした戦後労働運動をはじめ、日本における社会進歩のほ

とんどは労働者階級の組織的・大衆的参加なしには実現できませんでした。もちろん、そこにおいてはすでに、産業

労働者だけでなく、教育労働者、医療労働者、自治体労働者、公共企業体の労働者など、必ずしも産業労働者の枠に

                                                      

58 この点に関しては、依然として、トロツキーが最初 1909 年にドイツ語で出版し、その後 1922 年にロシア語版が出された『1905

年』が決定的に重要な文献である。トロツキー『一九〇五年』現代思潮社、1970 年。この 21 世紀になっても、100 年以上前のこの著

作の水準にさえ至っていないマルクス主義者は無数に存在する。 
59 先に紹介したマイク・デイヴィスはこのことを次のような印象深い筆致で指摘している――「何万人ものコムソモール（青年共産

同盟）のメンバーが、その主要な指導者たちの多数を含めて、前線で新しい赤軍の制服を着て死んだ。これは最も勇敢で最も理想主

義的な者たちの大虐殺であって、1940～45 年にもっと大規模に繰り返されることになる」（前掲デイヴィス『マルクス 古き神々

…』、157 頁）。 
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入らない多様な労働者が変革主体として重要な役割を果たしてきました。製造業労働者のような典型的な産業労働

者はむしろ企業社会的な支配のもとにありました。それでも国鉄労働者などの運輸通信労働者（これも典型的な産

業労働者に入ります）は重要な役割を果たし続けました。 

 

  現代における展望 

 ここで一気に現代まで飛びます。現代におけるプロレタリアートの変革能力の問題は、すでに論じた「２」の新し

いグローバリゼーションの話や「３」の永続革命の高次復活の話と密接に結びついています。 

 先進資本主義諸国では 1990 年代以降に脱産業化が急速に進んで、これまで何度も巨大な力を発揮した産業労働者

はしだいに縮小していき、それに立脚した巨大労働組合も縮小していっています。その一方で低賃金の小売り労働

者や各種サービス労働者が急速に増大していきます。したがって、先進国では、旧来の産業労働者の枠を超えて、小

売り労働者やサービス労働者や家内労働者など多様な労働者層に依拠した運動が必要になっており、しかも後者の

労働者層において女性労働者の比率は極めて高く、労働運動における女性の潜在的役割はかつてなく重要になって

います。 

 以上は先進国における状況ですが、世界的に見ると、また事態は違ったものになります。大規模な IT 化にもかか

わらず、産業資本そのものがどんどん消失していっているというわけではなく、ソ連東欧の崩壊とそれらの資本主

義化、中国やインドやブラジルなどの新興大国の大規模産業化などを通じて、産業資本は国際的になお強力な力を

持っており、そのもとで世界的にはむしろより多くの産業労働者が存在するようになっています。 

 さらに、先進国でも第三世界でも略奪的な蓄積様式がしだいに広がっており、その被害者は労働者や農民や先住

民など多様な層に広がっています。また地球温暖化をはじめとする深刻な環境破壊による被害は、その特定の属性

のいかんにかかわらず、あらゆる人々に襲いかかっています。もちろん、その最大の被害を真っ先に受けているの

は、地球温暖化に最も寄与していない非温帯地域の貧困層です。 

 したがって、現代における変革主体として想定されるのは、１、先進国における多様な（とくに非産業的な）労働

者層、２、新興大国を中心にグローバルに存在する伝統的プロレタリアート、３、略奪的蓄積や環境破壊によって被

害をこうむるあらゆる階層の人々、とくに貧しい地域の人々です。19 世紀後半から 20 世紀後半までの 100 年間にお

いては、「産業労働者を中心とするプロレタリアート＋農民と少数民族」という歴史的ブロックが主な変革主体でし

たが、この21世紀においては、先の３つのグループの歴史的ブロックが主な変革主体として想定されると思います。 

 以上の３つのグループの中で、今後最も重要なものになりうるのは、新興大国における巨大な産業労働者層では

ないかと思います。とくに中国経済の発展とともに、数億の規模でいる中国労働者が世界経済および世界政治にお

いて持つ潜在的力はますます増大します。ある意味で、この中国労働者こそが人類の梅井を左右するキャスティン

グボードを握っているのかもしれません。かつて中国労の働者階級は、それがまだ生まれて間もない時期の 1920 年

代においてすでに何十万規模でストライキやデモに立ち上がっており、1926～27 年の第２次中国革命の原動力とな

りました。その後、蒋介石のクーデターと流血の弾圧、日本帝国主義による都市部の占拠という厳しい試練をこう

むったにもかかわらず、数億の中国農民と連合して日本帝国主義を粉砕し、蒋介石の国民党軍とも戦って勝利し、

新中国を建設しました。このような革命的伝統のある中国労働者階級が新たに目覚め、その階級的自立性を獲得し、

中国政府の政策に影響を与えるようになるならば（その兆候はすでに存在します）、そしてそれが国際プロレタリア

ートと連帯して闘うようになれば、今日の新自由主義的グローバリゼーションと中国経済圏の膨張という２つの基

本勢力に割って入る第三の勢力になるかもしれません。現時点ではまだまだ未知数ですけれども、それは大きな要

素になりうると思います。 

 以上のように考えれば、『共産党宣言』が想定した産業プロレタリアートを中心とするプロレタリアートに資本主

義の「墓堀人」としての歴史的使命をあてがったことは、今日においてもけっして間違っていなかったと言えます。

『共産党宣言』以降の産業資本の時代においてさえ、プロレタリアートという「墓堀人」には常に強力な同盟者が必

要だったのであり、それは今日でも同じです。新しい歴史的ブロックのもとで、「歴史的な意味での永続革命」を世

界的規模で遂行することが、唯一、人類が文明的な形で生き残れる道なのです。それ以外の道はすべてますます過



35 

酷となる生存条件のもとでの永続的野蛮に続いているだけです。「永続革命か永続的野蛮か」、これが 21 世紀におけ

る人類の選択肢であり、歴史的ジレンマです。 

 

  おわりに――ユートピアの復権 

 

 ATTAC は「もう一つの世界は可能だ」というものを重要なスローガンに掲げて結成された国際組織ですから、そ

こに絡めて、最後のまとめの話をしたいと思います。 

 マルクスもエンゲルスも未来社会の青写真を具体的に描き出すことを禁欲したというのはよく言われる話ですが、

しかしながら、「共産主義の原理」をよく読むと、エンゲルスはかなり未来社会について具体的に書いていることが

わかります。それに対して『共産党宣言』では、そうした未来社会にかかわる部分はことごとく省かれており、かろ

うじて、「諸階級と階級対立をともなう古いブルジョア社会に代わって、各人の自由な発展が万人の自由な発展の一

条件である協同社会（アソシエーション）が登場する」（92 頁）とあるだけであって、それが具体的にいかなるもの

なのかについては何も書かれていません。「共産主義の原理」と『共産党宣言』との差異はいろいろとありますが、

未来社会の具体性についての記述の有無という点も差異の一つです。この点からしても、マルクスの特徴ないし独

自性をその「アソシエーション」論に求めるのが的外れであることがわかります。 

 いわゆる空想的社会主義は未来社会像についてできるだけ詳しく描き出し、それを実際に小コロニーや共産主義

的アソシエーションとしてどこかの空間に建設することを通じて実践することに重きを置いていました。マルクス

とエンゲルスは、そうではなく、資本主義の現存秩序をそのままにして、その隙間に共産主義コロニーを実験室的

につくってもあまり意味はないのであって、労働者階級自身がその団結と階級闘争を通じて、そして最終的には国

家権力の獲得と社会革命を通じて、資本主義システムそのものを廃絶しなければ、そしてそれを通じて階級そのも

のを廃絶しなければ、共産主義的な「協同社会」は実現しえないということを強調したわけです。 

 とはいえ、エンゲルスは未来社会についてもある程度具体的に（もちろん観念的な理想像としてではなく、現在

の資本主義が作り出しつつある物質的諸条件にもとづいて予想可能な範囲において）描き出すことは、労働者を共

産主義的な方向へと導く上で有益であると考えて、「共産主義の原理」ではそれなりにその点についても論じていま

す。しかし、マルクスはもっと徹底していて、『共産党宣言』では先の「各人の自由が……」云々に見られるような

ごく原則的で抽象的な一句を除いては、未来社会について語ることを禁欲しました。 

 というのも、どんなに想像力豊かな人でも、結局はその人の個性や環境、その人が生きている時代の技術や文化

によって根本的に制約されていて、何十年もすればまったく凡庸で的外れなものに見えてしまいます。たとえば今

日、インターネットがこれほど発達して、世界中の情報にアクセスしたり、あるいはまったく別の場所にいて会議

をしたり、ある情報が瞬時に何百万人もの人に共有されたりということは、インターネットのない時代にはまった

く予想不可能でした。古い SF映画などを観ますと、火星に基地を作ったり、空中を車が「走る」ことは想像できて

も、インターネットはまったく登場しないわけです。ですから、未来社会についてあれこれ具体的に思い描いても、

あまり意味はないということになります。 

 しかし、にもかかわらず、あるべき未来社会、「もう一つの世界」について、創造的想像力をめぐらせること、そ

して場合によっては一定の範囲内でそれを部分的に実現することは、歴史においてしばしば重要な変革力を発揮し

てきましたし、今後もなるだろうと思います。共産主義的コロニーではなく、むしろ資本主義の真っただ中でつく

り出された労働組合や民主主義的結社や協同組合等々は、未来社会の萌芽であるし、その中で人々が経験する同志

的で友愛的な人間関係がもたらす感動は、労働者の変革能力を陶冶するものでもありました。何より、若きマルク

ス自身が――「経済学・哲学草稿」で少し触れているように――フランスの共産主義的労働者が作り出していた人

間関係（結社、団結）に感動し、労働者の自己解放能力に確信を持つようになったのです60。また、実際には内実は

官僚化されていたとはいえ、ソヴィエト労働者国家がこの世界に実在していたことは、世界の多くの人々を鼓舞す

                                                      
60 マルクス「経済学・哲学草稿」、邦訳『マルクス・エンゲルス全集』第 40 巻、475 頁。 
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る役割を果たしました。このように、歴史的な想像力と地理的なその（部分的）実現形態とはともに、社会の進歩的

変革に寄与するものです。 

 実を言うと、私はいま国学院大学で経済原論を教えていますが、コロナ禍のせいで対面式授業がなくなったので、

授業のために私が作った教材を読んでもらい、私が教材の最後に出した課題についてレポートを書いてもらうとい

うパターンで授業をやっているのですが、いちばん最後の授業で出した課題は、資本主義は持続可能なシステムと

思うかというものでした。そうすると、意外なことに、資本主義は持続可能なシステムだとは思わないという回答

が多かったのです。もっとも、これはマルクス経済学の授業ですし、授業の中でさんざん資本主義の問題性につい

て語ってきたわけですから、ある程度、教師の望む回答を学生の側がするのはわかります。しかし、それでも、現在

の社会的雰囲気の中で、資本主義を結局は肯定する意見が多いのかと思いきや（もちろんそういう意見もありまし

たが）、資本主義の持続可能性を否定するレポートがかなり多かったわけです。 

 しかし、資本主義が持続可能ではないとしたら、ではどのような社会システムがそれに代わらなければならない

のかとなると、それについて書いている人はほぼ皆無でした。そこにはやはり、いわゆる「現存社会主義」の堕落と

崩壊という負の歴史という問題もあるでしょうが、同時に、ユートピアの不足という問題も痛感しました。搾取と

略奪のシステムに代わる「もう一つの世界」とは具体的にどのようなものなのかについて語るのをわれわれが禁欲

しすぎたために、人々は資本主義に代わる別の社会、「もう一つの世界」をいっこうに想像できないわけです。いく

ら『共産党宣言』を読んでも、いくら『資本論』を読んでも、いくつかの抽象的な文言以外には、未来社会に関する

話はまったく出てこないのです。経済原論の授業でいくら資本主義の犯罪性について力説されようと、その持続不

可能性についていくら説明されようと、じゃあ、資本主義に代わる社会システムとはいったいどういうものなのか

がわからないかぎり、資本主義を変えようという意欲も、そうした努力の現実性も出てきません。人は、目の前にあ

るもの（それがどれほどひどいものであれ）に代わる何かを想像できないかぎり、目の前にある既成秩序に従うも

のです。資本主義がどれほどひどくても、それに代わるシステムが思いつかないのであれば、資本主義の枠内で何

とかやっていくしかないとなってしまうわけです。 

 たとえ現在の技術手段や文化的偏見に制約されながらも、われわれは資本主義に代わる社会システムについて、

その基本原理だけでなく、その実体的様相についてももう少し具体的かつ魅力的な形で描き出す努力を、みんなが

知恵を出し合ってする必要があるだろうと今は思っています61。 

（2020 年 8 月 18 日講演） 

（2020 年 8～9 月加筆修正） 

                                                      

61 その一つは「エコ社会主義」というオルタナティブだろうが（たとえば、ミシェル・レヴィ『エコロジー社会主義』柘植書房新

社、2020 年）、もう一つの理路として、自然や環境の限界のみならず、資本のその他の諸限界（労働の限界、市場の限界、技術の限

界、資本そのものの限界、私的所有の限界、社会の限界）を具体的に明らかにし、それらの諸限界に対する各オルタナティブの総合

として、「新しい社会主義」を展望することが必要であると私は考えている（このより具体的な構想の中では、いわゆる「アソシエー

ション」なるものはごく小さな部分的意義しか持たないだろう）。この構想については、2019 年６～９月に労働学校の東京校で４回に

わたって行った「資本主義の６つの限界」という連続講演で簡単に披歴したが、いずれ著作にまとめたいと思っている。 


