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Ⅰ　はじめに

2021年は、ソ連の崩壊から30年という節目である。それは戦後世界を二分した

冷戦の終結を象徴する出来事であると同時に共産主義の「敗北」を決定づけたと

もいえる。今や共産主義を標榜する国は冷戦期に比べればごくわずかである。で

は、共産主義は過去の負の遺産となってしまったのだろうか。例えば現在の共産主

義国の筆頭である中国の共産党による官僚主義やヘゲモニー政党制はさまざまな

弊害を生んでおり、言論統制などは他国から問題視されている。しかしそのよう

な抑圧的な統治体制は共産主義思想の必然的な帰結とはいえない。共産主義とい

う試みは失敗したのかもしれないが、現在世界で優勢となっている資本主義も貧

富の差の拡大などを鑑みれば成功しているとは到底いえず、むしろ行き詰ってい

る。このような今だからこそ共産主義の功罪を批判的に検討することは意義を有

しているだろう。そこで、本稿においては世界で初めて共産主義国家として成立
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したソ連の指導者であったウラジーミル・レーニン（Vladimir Il’ich Lenin、

1870-1924）を取り上げ、共産主義思想における官僚主義について分析を行う。と

りわけレーニンは官僚機構をいかに正当化し、その正当化にカール・マルクス

（Karl Heinrich Marx、1818-1883）、フリードリヒ・エンゲルス（Friedrich Engels、

1820-1895）の理論がどのように影響したのかという問題について検討する。さら

に、レーニンの官僚機構に対する構想の揺らぎについても分析する。レーニンの

理論は、マルクス・レーニン主義として共産主義の主要な潮流の 1つとなり、大

きな影響力を有していたことからもその重要性は言うまでもない。さらに、官僚

主義という現代の共産主義国家においても問題視されている側面に注目しその発

端を研究することは、共産主義を再検討するうえで必要不可欠である。

では、先行研究においてソ連における官僚主義はどのように論じられてきたの

だろうか。猪木正道は、ロシアの後進性とツァーリズムという専制主義の伝統が

官僚支配に堕落した原因であるとみなしている。ロシアのブルジョワジーは宗教

改革、文芸復興に伴う個性の解放を経験しておらず、精神的にも物質的にも

ツァーリズムに依存していた。また、政治的民主主義も根付いておらず「ロシア

の民主主義は死産であった」ことがボリシェヴィキのソヴィエトからの遊離、党

内民主主義の消滅を招いたという1）。以上のような視点から、猪木は「いかに大

衆がボリシェヴィキの支配を支持したか」を明らかにしている。本稿では、それ

とは反対にレーニンが大衆とボリシェヴィキの支持を得るための理論をどのよう

に構築したかについて検討する。

上島武の言葉を借りれば、官僚制とは「階級支配の手段」であり、主として中

間階級や被支配階級の中で教育と訓練を受けた者が官僚として国家の統治を行う

形態である2）。本稿では、ボリシェヴィキ党員が官僚として権力を握り、労働者

階級を代表している（と標榜する）官僚制に限定して議論を進める。ただし、官

僚と労働者階級との関係性や中央集権的性質などはレーニンの思想のなかでは決

して固定的ではなかったと考えられる。

本稿第Ⅱ章では、レーニンが亡命中に構想を練った党組織論について検討する。

続いて第Ⅲ章では、レーニンが基盤にしているマルクス、エンゲルスの過渡期論

における官僚機構にまつわる記述を分析する。そのうえでレーニン自身がその理

論に対してどのような評価を下し、受容したのかを検討する。第Ⅳ章においては

レーニンの官僚主義の揺らぎについて考察し、第Ⅴ章では、以上の議論を総括し

今日における意義を検討する。
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Ⅱ　初期の党組織論

エルネスト・マンデルは、党自体の官僚化を問題視しており、党内分派の禁止

や単一政党制の導入などによる中央集権化が引き起こしたボリシェヴィキ党と国

家機構の統合が官僚という 1つの社会階層を生んだと分析している3）。この中央

集権化の兆しは、初期の組織論において既に現れていた。そこで、最初に1902年

に著された「何をなすべきか」に示される党の組織論に着目したい。

さて、マルクスとレーニンの相違点は、労働者階級の捉え方にある。レーニン

は、現実の労働者階級が革命性を有しないとみなしていた。マルクスが資本主義

の発達によって革命的プロレタリアートが生まれるのを期待した一方で、労働者

や農民が革命の担い手となるためには革命党によって革命意識を注入することが

必要であると考えた。この点をふまえ、レーニンは革命運動を恒久的なものにし、

大衆を闘争に積極的に参加させるためには、職業革命家からなる党組織の必要性

を訴えた。マルクスが共産党の特殊性を否定していたのに対して、レーニンは党

が大衆を導く教育と訓練によって育成されたエリート組織であることを望んだの

である4）。『何をなすべきか』を執筆した当時レーニンはロシア国内で要注意人

物とみなされ、合法とされていたのが非社会主義的・非政治的な労働者団体のみ

であった状況を鑑みると、党の専門化や中央集権化は当然の戦略といえるかもし

れない。また時期によって程度は違えど、党内分派5）や批判の自由を認めていた

ことも事実である。とはいえ、党の立ち上げ当初からレーニンが抱いていた党に

対する指導性や統一性は、後のボリシェヴィキの官僚化の萌芽となったといえる。

Ⅲ　マルクス、エンゲルスの構想とレーニン

本章では、ロシア革命期の官僚機構像に焦点を当てる。第 1節では、レーニン

が下敷きにしたマルクス、エンゲルスがプロレタリア独裁や国家の消滅プロセス

について、どのような構想を持っていたのかを時系列に沿って説明する。その際、

マルクスらの著書である『共産党宣言』、『フランスの内乱』、『ゴータ綱領批判』

の 3冊を中心に分析を行う。それをふまえて第 2節では、レーニンが1917年の十

月革命以前に執筆した革命論である『国家と革命』においてどのような官僚機構

像を描き、その後の実践でいかに反映させたかを論じる。
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1　マルクス、エンゲルスの曖昧な国家消滅プロセス

はじめに1848年に執筆された『共産党宣言』を取り上げる。それは、ロンドン

に亡命していたドイツ人労働者と知識人によって構成される共産主義者同盟の綱

領として起草され、共産主義革命によってプロレタリアートが既存の社会秩序を

転覆させる重要性を説いたものである。マルクスは『共産党宣言』において、プ

ロレタリアートが共産主義革命を通して支配階級になったのちに、「階級として

の自己自身の支配をも廃棄する」と述べている6）。それは、政治権力が他の階級

を抑圧するための一階級の組織された暴力であるという前提に基づいており、共

産主義の進展とともに階級が解消することから政治権力が不要になるという。こ

の時点では、「国家の消滅」という共産主義の最終到達点が示されているといえる。

さて不破哲三は、マルクスの革命論に大きな影響を及ぼしたものとしてパリ・

コミューンにおける経験を挙げている。そこで次に検討したいのは、マルクスが

パリ・コミューンを主題として著した、1871年の『フランスの内乱』である。マ

ルクスは、コミューンが常備軍を廃止し、すべての行政機関の公務員をいつでも

解任可能な官吏にして、さらに賃金を労働者並みの額にした点に注目した。ここ

で、労働者階級が国家権力を握った場合に、旧来の機構をそのまま継承するので

はなく、「人民的」に改良すべきであると認識したという。しかし不破は、「労働

者階級ができあいの国家機構をそのままとってきて自らの目的のために使いこな

すことはできない」7）とマルクスが述べている『フランスの内乱』第三章の冒頭

を「意味深い定式」と表現している。

　第一に、マルクスは、パリ・コミューンが国家機構を変革してきた個々の

具体的なやり方については、この定式の中にいっさい取り入れていません。

国家機構の取り扱い方、どの部分を切り捨てどの部分をひきつぐか、これら

のことは、その国、その革命の特殊な条件によって大きく左右される問題で

あり、安易に一般化できないことをよく知っていたからだと思います。

　第二に、この定式には、労働者階級は、国家機構を旧来の形態素のままで

使うことはできない、という規定があるだけで、革命の方法についても、国

家機構を取り扱う特定の方法についても規定していません。従来の革命のよ

うに、そのまま引き継いだのではダメだ、必要な方法で、そのつくりなおし

をしなければならない、ということを言っているだけなのです8）。
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つまりマルクスは、創設されるべき新たな官僚機構に対する明言を意図的に避け

ていたということになる。そこでは、当然官僚機構による支配がどのように国家

の消滅へと転じていくのかも説明されていない。それは、パリ・コミューンが

たったの 2か月で鎮圧されてしまったからである。なお、エンゲルスもマルクス

の死後にヴァン・パッテンに送った手紙のなかで、前述の『共産党宣言』の記述

を参照し、共産主義革命の最終結果が国家の消滅であること、そのプロセスのな

かで労働者階級が国家機構を改造すべきことを主張しているものの、マルクスと

同様に詳細な記述はしていない。

『フランスの内乱』に続いて1875年に執筆された『ゴータ綱領批判』ではどう

だろうか。まずマルクスは、ゴータ綱領9）の「国家の自由主義的な基盤」という

箇所に痛烈な批判を行っている。前提として「国家」がそれ自体で自立した存在

なのではなく「社会」を基盤として成立するものであることを確認し、今日の国

家の形態はそれぞれ相異なるものの、その根底には共通してブルジョワ社会があ

ると指摘する。しかし、そのような国家機構がいかに変容するかに関しては、資

本主義社会から共産主義社会の間の政治的な移行期間にはプロレタリア独裁によ

る国家が成立すると論じているのみで、具体的にプロレタリア独裁の形式に関す

る主張はここではなされていない。むしろ『ゴータ綱領批判』の国家に関する箇

所では、ドイツ労働者党が綱領で要求した民主主義がドイツ帝国では意味を持た

ないことを示すことが主眼であった。当時まだ帝政であったドイツにおいては、

共産主義革命の起こるブルジョワ社会の最終形態とされる民主主義的共和制が成

立していなかったのである。そのため、マルクスにとっての喫緊の課題は共産主

義がいかに進展していくかよりも、どのようにその条件が満たされるのかであっ

た。マルクスは、『ゴータ綱領批判』を執筆して10年後に亡くなる。しかし彼は

生涯を通じて共産主義革命を経てプロレタリアが政権を獲得した後の国家が消滅

していくプロセスにおける政治形態を明確に示さなかった。

2　レーニンによる受容―過渡的な体制での官僚機構―

前節では、マルクスが過渡期におけるプロレタリア独裁に関して詳細な議論を

していなかったことを確認した。それを補完するかたちになったのがレーニンの

国家論だと考えられる。

第Ⅱ章で述べた通り、レーニンは党が大衆を導くエリート組織として規律の下

に集権化、専門化すべきであると論じていた。一方で、『国家と革命』においては、
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そのイメージとは少し違った記述が目を引く。そこで本節では、レーニンの官僚

主義の位置づけについて説明する。レーニンは『国家と革命』第 3章第 2節「粉

砕された国家機構は何に置き換えるべきか」において、下記のように述べている。

従来は、奴隷制・農奴制・雇用奴隷制のいずれにおいても常に少数派が抑圧

機関となっていた。ところが、人民の大部分がみずからの手で
4 4 4 4 4 4 4

弾圧者どもを

抑圧するのなら、抑圧のための「特別な機関」はもはや必要ない！　その意

味において国家は死滅を開始する
4 4 4 4 4 4 4

のである。特権的少数派の特別な制度（特

権官僚や常備軍上層部）に代わって、多数派そのものが直接この務めを果た

せるし、国家権力の機能の遂行そのものを人民の間で広く分担するようにな

ればなるほど、国家権力の必要性は小さくなる10）。

この引用部分では、国家権力そのものと特権官僚の不必要性を主張しており、プ

ロレタリア独裁においては広く人民が国家の機能を分担するという想定が表れて

いる。他の箇所でも官僚機構を批判していることから、そもそもレーニンにおけ

る共産主義社会の理想形に官僚機構の存在は含まれていなかった。

レーニンは、まず共産主義を 2つの段階に分けている。第 1段階が社会主義と

もいわれる段階であり、第 2段階がより高次の共産主義である。前者においては、

生産手段が公有化されただけにとどまり、労働に応じた生産物の公平な分配はな

されず、「ブルジョワ的権利」が残るというのである。その段階はまだブルジョ

ワジーのいないブルジョワ国家が存在し、形式的平等を意味する民主制が成立し

ている。しかし民主制が発展するとプロレタリアートが団結し、ブルジョワ国家

機構を破壊、労働者による新たな国家機構が誕生する。さらにそれが資本主義の

発展によって全員が運営に参加できるようなものに変化するのである。つまり、

官僚主義はレーニンの構想において、第 1段階でプロレタリア全員が国家運営に

参加できるようになる前段階の、あくまで「過渡的な」共産主義における一時的

な体制として必要であった。門脇は、「死滅しつつある国家」のプロセスにおいて、

新たな官僚制が位置づけられていることを指摘している11）。レーニンは以下のよ

うにも述べている。

　ただちに、くまなく、徹底的に官僚を根絶するなどというのは論外である。

それは空理空論である。しかし、旧官僚機構を一挙に粉砕し
4 4 4

、代わって新た
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な官僚機構を構築し、その新設官僚機構があらゆる官僚制を徐々に廃止に追

い込むことを可能にするというのであれば、それは夢物語ではない12）。

官僚機構の構築は、レーニンにとって現実的な手段であった。ただしこの一時的

な官僚機構に関して、プロレタリアートが統制を行う主体であること、そして労

働者並みの賃金で任務を遂行するという 2つの前提が存在している。つまり革命

によって破壊されるべきブルジョワ的（旧体制の）官僚制とも一線を画すものと

考えられていたことに注意しなければならない。また、のちに住民の全員が務め

ることができるよう、行政の機能を単純化し監督と会計という簡単な作業にする

ことと住民に対する読み書きの教育も必要とされている13）。全員が当分の間官僚

になるという体制が実現すればだれも特権的官僚にはなりえないというのである。

加えて、ブルジョワ国家機構の撤廃が中央集権主義の撤廃と同義ではないとし

たうえで、旧来的な官僚や軍部によるものとは区別されるプロレタリア中央集権

主義について論じている。後者においては「上からの指令」が無条件に撤廃され、

地方自治の自由度は連邦共和制よりも高い。地方自治が認められ、各コミューン

の自発的結合により国民が統一された真に民主主義的な中央集権体制によってブ

ルジョワ国家機構を粉砕することは可能であるという14）。

このように『国家と革命』の記述においては、プロレタリアが担う新たな官僚

機構と中央集権主義の計画が示されている。マルクスやエンゲルスが明言を避け

てきた一時的な官僚機構についてより具体的な方策が示され、その官僚機構が旧

来のそれと同様に「官僚化」する可能性を否定している。また、国家の消滅プロ

セスも明確化されている。レーニンによれば、武装労働者から成る国家が成立す

ると民主主義の量は質に転化し、簡略化した行政で国家の管理を習得した全員が

平等に労働を行う。その結果、共同生活のルールを守るようになり、管理が不要

になって急速に国家は死滅し始めるという。なお、資本主義のもとで少数者が多

数者を抑圧する特殊機構を国家として定義しており、その意味で過渡期において

多数者のプロレタリアートが少数者のブルジョワを抑圧する体制はすでに国家で

はないと述べている。このような考察によって具体化した一方で、レーニンは国

家の消滅プロセスに関する 2人の理論の曖昧さを批判することはなく、あくまで

肯定的に受容している。例えばマルクスの段階的な共産主義化理論については、

「空想にふけることなく、この将来の事態に関して現在究明できるもの、すなわ

ち共産主義社会の低い段階と高い段階の違いをより詳しく究明した」と評価して
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いる15）。以下では、現実の政治においてレーニンがどのような状況に置かれ、官

僚機構を作り上げたのかを詳細に見ていくこととする。

『国家と革命』執筆後、為政者としてのレーニンは党の指導の徹底と中央集権

化に重点を置いた。ボリシェヴィキが1917年の十月革命後に政権を奪取して数年

後には単一政党制が確立し、党と国家機構の癒着が進み一部の党員による指導体

制が成立したのである。革命直後にボリシェヴィキは全ロシア中央執行委員会を

掌握すると、全ロシア・ソヴィエト大会で圧倒的多数を占め行政機構の管理に乗

り出す。その過程で、ソヴィエト大会を構成する諸党派の弾圧、非合法化が行わ

れた。十月革命の翌月である11月12日に行われた憲法制定会議の選挙の結果、エ

スエル（社会革命党）16）が過半数を占めて第一党となり、ボリシェヴィキは 4分

の 1の議席数にも満たなかったことは、レーニンにもボリシェヴィキにも衝撃を

与えたという17）。1918年 1月の会議では、エスエルのチェルノフを議長として選

出しソヴィエト政権を否認する新政府の樹立を試みる動きがみられ、ソヴィエト

政権はそれを反革命とみなして憲法制定議会を解散させた。その後右派エスエル

に次いで、革命後唯一残っていたブルジョワジー政党のカデット（立憲民主党）

も反革命蜂起を計画したことを契機として非合法化へと追い込まれた。結局1920

年までにはメンシェヴィキ、左派エスエルも非合法化され一党独裁が確立する。

憲法制定議会に代わるものであり、被搾取大衆によって構成される理論上最高の

権力機関、立法府の全ロシア・ソヴィエト大会は、間もなく 3か月ごとから 1年

ごとの開催になった。当初は政策決定に影響を及ぼしていたものの、次第に政権

の施策を承認する場となっていった18）。

1919年の第 8回共産党大会では、党に政治局、書記局、組織局が置かれ、党中

央が各地の党組織を集権的に編成する体制が確立するとともに党機構が行政機構

を指導する構図が定められた。「国家死滅論」に準じた措置も定められ、ソヴィ

エト活動に一定期間専念すると一度工場に戻らなければならないなどの指針が示

された。ただし、党による行政機構の指導は必ずしも徹底されておらず、行政機

構で活動する党員は個々の機構における個別的利害を擁護した。また、ソヴィエ

ト行政官として登用された労働者が工場の業務には戻らないケースも少なくな

かった19）。

1921年のクロンシュタットの叛乱20）以降、中央集権化はより一層推進された。

地方党のみならず個々の党員に対する規律が強化され、書記局は意に反する党員

の配置転換を頻繁に行うなど政府機関を含めて人事を掌握した。また、政治局は
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行政府である人民委員会議の支配を確立し、党が国家機構の上に位置するように

なった。さらに党活動に従事する専任党員の量と権限が増大するなど、党機構の

肥大化と党役員の官僚化が進んだ21）。このようにプロレタリア独裁においてはボ

リシェヴィキ党の指導部に権力が集中し、彼らが労働者や下部の党員を統制する

統治体制が確立した。

宮川克己は、プロレタリアート独裁を実現する党の建設と、党の組織原理の構

築、理論的定式化と実践的確立という課題が、「マルクス、エンゲルスの理論と

実践の延長線という理解ではとらえられない発展、飛躍を必要とした」と述べて

いる22）。このように、レーニンはマルクスらの議論を肯定的に評価することで理

論の後ろ盾としながらも、その間隙をつき逸脱を含んだ独自の議論、政治を行っ

たといえる。

Ⅳ　官僚機構像の揺らぎ

これまで論じてきた官僚機構像は、当初の中央集権的な党組織論（本稿第Ⅱ章）、

理論上の住民全員がその運営に参加可能な非特権的官僚機構、その後の実践にお

ける党と癒着し特権化・肥大化した官僚機構（本稿第Ⅲ章）というように、一貫

したものとはいえない。

では、一見すると矛盾をも含む一連の理論や実践の揺らぎをどのように捉える

べきだろうか。レーニンは、十月革命後国内外で大きな課題に直面していた。内

政的には、前述の憲法制定議会解散に至るまでのエスエル、メンシェヴィキとの

権力闘争に加えて経済的後進性が問題となっていた。また、外交上では第一次世

界大戦の中欧列強との講和問題である。ブレスト ＝リトフスク条約の調印に至る

まで、ボリシェヴィキ党内ならびに左翼エスエル党員との論争が繰り広げられた。

ロバート・サーヴィスは、レーニンが労働者に有利な国家を建設するという理念

は変わらずに保持していたものの、十月革命後に内憂外患を経験するなかでボリ

シェヴィキ政権の地位の確保を優先し、権威主義が増大していったと述べてい

る23）。一方で、彼は、『国家と革命』においてもレーニンが繰り返し規律の重要

性について触れていることも強調している24）。すなわち、レーニンにおいてはも

ともと規律を重んじるべきであるという根底の考えは変化していないのであり、

規律を定める政権の権力が強大化する可能性は十月革命以前の理論の段階ですで

に潜在していた。サーヴィスの分析からいえることは、『国家と革命』における
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官僚機構像と実際の政治で敷かれた官僚制の両者は完全な対立項として捉えるべ

きではないということである。あくまで理論の現実化に伴う軌道修正によって中

央集権化が『国家と革命』の執筆時点よりも強力に行われたのである。

ところで、レーニン自身も部分的にはプロレタリアートが官僚化する危険性を

認識していたという点は注目に値する。「ソヴェト権力の当面の任務」では、ソ

ヴィエト組織と人民との結びつきに融通性と弾力性を持たせボトムアップの統制

形態を模索するべきであると論じる25）。しかし、この指摘はあくまで労働者の中

で選出された代表が構成する「ソヴィエト組織」に関してであり、それを率いる

前衛である党組織の官僚化は触れられていない。レーニンの中央集権化へのこだ

わりは、前述のようにロシア革命後の内憂外患を乗り越える過程で強まったが、

強固な権力基盤を保持するための党の中央集権化がもたらす負の側面（官僚の特

権化）に対する認識が甘かったことは間違いないだろう。

Ⅴ　おわりに

以上のように、本稿ではマルクス、エンゲルスと関連づけながら、資本主義か

ら共産主義へと移行する過渡期の官僚主義について、その揺れ動きとともに論じ

てきた。レーニンはマルクスらの理論を肯定的に受容し後ろ盾としながらも、具

体化、現実化する過程で独自の理論を構築したといえよう。彼は労働者階級が利

する国家を建設するという信念を持ちながらも、政権を巡る権力闘争、党内政治、

未発達であった国内経済、外交の刻々と変化する情勢などに合わせて修正や変更

を迫られた。結果として『国家と革命』で論じられたような労働者全員が担う国

家は成立せず、次第に国家の管理が不必要になって国家が消滅するということも

なかった。ブルジョワの官僚機構と抑圧的な性質自体は変わらないソ連の官僚制

は、マルクスが抽象的ではあるが『フランスの内乱』で論じていた「人民的」な

官僚機構像には当てはまらないだろう。

レーニンの場合、ボリシェヴィキの権力を保持したいという思いが強すぎるあ

まり、労働者階級が支配する国家という本来の目的から見れば非合理的で、時に

は暴力を用いた非人道的な手段も選択された。歴史に「たられば」はない。しか

し、それを客観的に指摘できたであろう機関が、まさにレーニンによって解散さ

れた憲法制定議会や徹底的に敵対視されたメンシェヴィキ、カデット、党内分派

であったのかもしれない。レーニンから見れば、彼らは反動勢力であり、革命の
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障害物であったのだろう。とはいえ、結局批判的勢力なしには目的合理性などを

吟味するためのバランス感覚を保つことはできないのである。このように考える

と、レーニンの官僚主義という問題は、アクチュアルな政治上の問題を再検討す

るための視点を与えてくれるのではないだろうか。単なる負の歴史として片づけ

られるものではないのである。

なお、本稿では官僚化を決定的に進行させたスターリンとの比較など、レーニ

ン死後の流れも含めた包括的な検討を行うことができなかった。また、ボリシェ

ヴィキ党以外の官僚化の要因、具体的にはマンデルが官僚的歪みをもたらしたと

指摘するプロレタリアートの受動性や労働者民主主義と関連づけた分析も十分に

行うことができなかった点は今後の課題である。

1） 猪木正道『ロシア革命史』194-195頁。
2） 上島武『ソ連史概説』113-114頁。
3） マンデル，エルネスト『官僚論・疎外論』永井正訳、56-59頁。
4） 一方、レーニンと対照的であったのは、大衆の支持を得て党員として取り込む
ことを主張したマルトフである。この組織論を巡る議論は、レーニン率いるボリ
シェヴィキとメンシェヴィキとの対立が表面化する契機となった（猪木正道、前
掲書63-65頁）。

5） 宮川克己によれば、元々レーニンは党内の少数派の存在と党内闘争に対して肯
定的であった。1907年のツァーリによる弾圧によって党が解体状態に陥ったのち、
日和見主義潮流（解党主義）がプラーグ協議会の決定によって排除されたが、そ
の後も独自の政綱や規律を有していない分派、グループは存在していた（宮川克
己『検証「スターリン体制の確立」十月革命とソ連邦の誤謬』111-112、131頁）。

6） マルクス、エンゲルス『共産党宣言』森田成也訳、91頁。
7） マルクス，カール『フランスの内乱』辰巳伸知訳、28頁。
8） 不破哲三『マルクス・エンゲルス　革命論研究（下）』25-26頁。
9） 社会主義運動に対する弾圧を受けて、対立していた全ドイツ労働者協会（ラサー
ル派）とドイツ社会民主労働者党（アイゼナッハ派）が1875年にゴータで合同党
大会を開き、採択した綱領（宮川克己、前掲書54-57頁）。

10） レーニン『国家と革命』82頁。
11） 門脇彰「過渡期論の古典的系譜」205頁。
12） レーニン『国家と革命』92頁。
13） レーニン、前掲書93、145、184頁。
14） レーニン、前掲書101、134-138頁。
15） レーニン、前掲書168頁。
16） ナロードニキの伝統をうけて、1901年に農民・労働者階級を中心に、急進的学
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生・知識階級が参加して結成したロシアの政党。エス－エル（SR）とも略称さ
れる。ツァーリズムに反対し、ミール制の確保の上にテロリズムをも認める革命
を提唱した。メンシェヴィキや立憲民主党（カデット）と組み、三月革命当時ソ
ヴィエトで多数派を占め、党首ケレンスキーは臨時政府を掌握してボリシェヴィ
キを弾圧したが、十一月革命によって打倒された（旺文社世界史事典 三訂版）。

17） 宮川克己、前掲書137-138、159-163頁。
18） 松戸清裕他編『ロシア革命とソ連の世紀 1　世界戦争から革命へ』187頁。
19） 松戸清裕他、前掲書199-201頁。
20） クロンシュタットの水兵、労働者、市民らが党中央の権威主義、官僚主義を批
判し、労働者階級と労働組合にプロレタリア民主主義と広範な自治を要求した反
乱である。レーニンはこれを危険視し鎮圧したうえで、党内で類似した主張をし
ていた労働者反対派に対しても強硬な措置をとった（宮川克己、前掲書193-196

頁）。
21） 宮川克己、前掲書206-214頁。
22） 宮川克己、前掲書100頁。
23） サーヴィス，ロバート『レーニン　下』河合秀和訳、128頁。
24） サーヴィス，ロバート、前掲書134頁。
25） レーニン「ソヴェト権力の当面の任務」、『レーニン全集　第27巻』マルクス ＝
レーニン主義研究所レーニン全集刊行委員会訳、277-278頁。
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