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ルネサンス研究所関西研究会     2011 年 9 月 17 日 

報告者：後藤 元 

 

革命における自由と民主主義 

 

１．民主主義：民衆による統治と、被統治者としての民衆の権利要求 

1) 権力者への抵抗：自由の制限、不平等の構造化、それを維持する権力者への抵抗 

2) 国民国家への平等な権利の要求としての民主主義要求 

a) ＜国民－国民国家＞＝主権の形成、その下での国民国家が保障すべき国民の権

利の拡充要求：財産権、自由権、参政権、社会権など 

b) 要求する相手としての国民国家： 

暴力の国家への集中による、国家主権を巡る議会および言論による闘争という

政治空間の成立 

国民＝主権者の代表としての議会と議会の決定を執行する政府と官僚機構 

というのが建前だが、実態における官僚支配(ケインズ主義＝福祉国家以降特

に顕著に） 

c) 主権の行使としての選挙における投票、請願、言論、デモンストレーション。

が、民衆による統治としての民主主義からは程遠い。 

d) 国家によって保障されるのは権利であって、実質的な自由や平等は自動的には

保障されない。それらは権利の行使を通じて闘い取るべきもの→民主主義の可

能性 

3) 実質的に自由で平等な状態の要求＝社会変革・社会革命要求としての民主主義要求 

a) 実質的な自由･平等を制限しているミクロ権力への抵抗・闘争、とりわけ、地

主や資本など生産手段を独占している諸階級への抵抗・闘争 

b) 抵抗・闘争を行うもの同士の関係も含めた、社会関係の変革・創出・生産の欲

求・要求・力 

c) こうした自由で平等な状態への欲求・要求・力を抑圧・制限する国家の打倒要

求：絶対王政、開発独裁、植民地支配体制など 

d) 民衆のエネルギー・生産力の解放としての民衆による統治 

 

２．レーニンの構想 

1) ツアーリ打倒＝共和制の樹立という国民的（全人民的）課題を、労農独裁権力の樹

立を通じて達成する（「二つの戦術」）。あるいは、総力戦としての帝国主義戦争を

遂行する自国政府を打倒し、戦争を終了するという国民的（全人民的）課題を、労

農兵ソビエト権力の樹立を通じて達成する（「パンと土地と平和」）。 

2) プロレタリア独裁 
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資本家の反抗を打ち砕き、抑圧者を抑圧するために被抑圧者の前衛＝プロレタリア

ートを支配階級として組織すること 

ブルジョア国家＝官僚制＋常備軍＋議会制を破壊し、「武装した人民による統治」

＝ソビエト＝死滅する国家にとってかえる 

これによる、生産手段の社会化。 

資本主義から共産主義への強行転化の時期。 

3) コミューン＝ソビエトの特徴 

a) 普通選挙によって選ばれた市会議員からなる 

「代議制度なしには、われわれは民主主義を考えることはできない」 

b) 代議員・警察・官吏をいつでも解任可能 

「コミューンにもプロレタリア民主主義にも必要である官吏の諸機能」 

 監督と簿記係 

c) 労働者並み賃金で働かせる。あらゆる既得権や交際費の廃止 

コミューンは議会的な団体ではなく、同時に執行府でもあり立法府でもある行動的

な団体たるべきものであった。議会制度からの出口は、代議機関と選挙制の廃棄に

あるのではなくて、代議機関をおしゃべりの場所から「行動的機関」に転化するこ

とにある。 

4) プロ独と民主主義 

プロ独は、民主主義を驚くほど拡張し、この民主主義ははじめて富者のための民主

主義ではなく、貧者のための民主主義、人民のための民主主義となるが、これと同

時に、抑圧者、搾取者、資本家に対して、一連の自由の除外例を設ける。人類を賃

金奴隷制から解放するためには、我々は彼らを抑圧しなければならず、彼らの反抗

を力を以って打ち砕かねばならない。抑圧のあるところ、暴力のあるところには、

自由がなく、民主主義がないことは、明らかである。 

階級がなくなった（すなわち社会的生産手段に対する関係から見て、社会の成員の

間に差別がなくなった）共産主義社会で初めて、そのとき初めて、「国家は消滅し、

自由について語りうる」。そのとき初めて、真に完全な民主主義、真に何の除外例

もない民主主義が可能となり、実現されるだろう。そのとき、民主主義は死滅し始

める。 

5) 全住民による国家機能の遂行とその社会経済的条件 

もしも本当に全ての人が国家統治に参加するなら、もはや資本主義は維持されない

であろう。他方、資本主義の発展は、「全ての人」が本当に国家統治に参加できる

ための前提を作り出す。このような前提のあるものは、一連の最も進んだ資本主義

諸国で既に実現されている。誰でも読み書きができることであり、次には郵便・鉄

道・大工場・大規模商業、銀行等々の大規模で複雑な社会化された装置によって、

幾百万の労働者が「教育と訓練」を受けていることである。 
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我々は、現在のままの人間、つまり服従や統制なしには「監督と簿記係」なしには

やってゆけない人間によって、社会主義革命を遂行することを欲している。それゆ

え、服従や統制を強制する国家＝民主主義を必要とする。 

全社会が平等に労働し、平等に賃金を受け取る一つの事務所、一つの工場となるで

あろう。 

  6) 国家の死滅 

我々は、国家の揚棄、すなわち組織された系統的なあらゆる暴力の廃絶、一般に人

間に対するあらゆる暴力の廃絶を究極目的としている。 

ますます単純化してゆく監督と経理の機能が全ての人によって順番に遂行され、後

にはそれが慣習となり、最後には人間の特殊な層の特殊な機能としては消失するよ

うな秩序の漸次的な創造に導く。 

共同生活の根本原則を守ることに、暴力がなくても、強制がなくても、隷属関係が

なくても、国家と呼ばれる特殊の強制装置がなくても、これらの規則を守ることに、

徐々に慣れてゆくであろう 

6) 文化革命と協同組合 

 

３．死滅に向かわなかった国家：もう一つの抑圧の体系の構築 

1) 官僚と軍の支配： 

武装蜂起‐内戦‐正規軍の形成、革命の勝利という権威の下で中央集権的・階層的

組織が権力を握る。 

2) 一党独裁と党の変質 

労農兵ソビエト政府内の階級基盤の違い（ボリシェビキと左翼エスエル） 

党員資格の緩和による、利権を求める党員の増加 

書記局を通じた党官僚制の支配、党内民主主義の衰退 

反対派の粛清 

合理性に基くコミュニケーションの崩壊、理念の後景化 

これらを条件として、民主主義の徹底―国家の死滅の方向とは逆行 

3) 市民的自由の制限と強制収用所 

4) 闘う相手である支配と権威の形態が、絶えず抵抗運動そのものにもそっくりそのま

ま再現されてしまう。 

5) 正当化の論拠ないし要因 

a) 中央集権への指向：連邦制より共和制、資本主義の傾向と合致 

b) 計画経済：国民経済を単位とする 

c) 帝国主義の包囲と反革命勢力 

6) 総括的に、開発独裁の一形態による国家資本主義形成 

7) 自由も、民主主義も、革命も 
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４．現代革命に問われている問題、その１ 

主体の構成の変化と革命の組織と戦術の変化：暴力革命の新たな形態 

1) 抵抗の形態変化の三つの原則（ネグリ＝ハート） 

第一の原則 

歴史的な機会に関するものであり、ある特定の権力の形態と闘うのにもっとも

効果的な抵抗の形態が生まれるということ。 

第二の原則 

抵抗の形態の変化と経済的・社会的生産の変容との間の照応に関するもので、

各時代で最も効果的な抵抗のモデルは、経済的・社会的生産の支配的モデルと

同じ形態を持つ。 

第三の原則 

個々の新しい抵抗の形態は、それ以前の形態に含まれていた非民主主義的な特

性を解消し、より民主的な運動を創出することをめざす。 

2) 労働者階級の構成：技術的構成と政治的構成 

技術的構成：物レベルでの階級構成、現実的かつ物質的な「特定の社会編成」 

政治的構成：言葉レベルでの階級構成、労働者階級の主観性 

a) レーニンの時代の階級構成：資本主義の下での労働者の闘争の第一の局面 

技術的構成：主要な傾向としての「専門労働者」 

フォード主義とテイラー主義体制の完全な配備に先立つ産業的生産の局

面。支配的な生産構造としての内部請負制、熟練工(親方）が資本との敵

対の最前線を形成。熟練工は己の身体の中に熟練技術を体化させていると

いう資格において、資本からの相対的な自律性を己に保証しうる存在。同

時に生産プロセスにおいては未熟練工たちをその外部から、あるいは「上」

から指導する立場にあった。 

政治的構成：労働者自身による生産の自主管理強化を通じた「労働のより高次

元の組織化」を求める。 

「職業革命家」としての前衛が外部から、あるいは「上から」大衆を指

導するための装置としての前衛党 

内部請負制における生産プロセスにも見られる労働者同士の間のヒエラ

ルキー関係（代表･分業・垂直性）をそっくりそのまま転用した「ひとつ

の巨大な工場としての党」 

労働者評議会による共和国、これがプロジェクトのスローガンである。

生産者たちの評議会、これがプロジェクトの目的である。近代化がはっ

きりと形をとる中で自律性を獲得すること、これがプロジェクトの行動

目標である。近代的労働組合の誕生と前衛としての党の形成はともに、
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この時期の労働者の闘争に由来し、事実上、その闘争を重層的に決定し

ている。 

b) 資本主義の下での労働者の闘争の第二の局面における階級構成 

技術的構成：主要な傾向としての「大衆労働者」 

 フォード主義とテイラー主義の配備に対応。 

これまで熟練工(親方）の身体に体化されていた熟練技術が新たに工作機

械の中に吸収･固定され、労働が標準化･抽象化されるとともに、労働者

たちの間の熟練工/未熟練工の区別がそのヒエラルキー関係もろとも失わ

れることになる。資本はまた、相対的な自律性を有する労働者たちを契

約関係(内部請負契約）によって工場の中に形式的に囲い込んでいた状態

を脱却し、熟練技術の固定資本化によって、抽象化された労働者たちを

実質的に管理できる状態へと移行した。他方、労働者は複雑化した生産

サイクルの全容をもはや把握しきれなくなった。 

政治的構成：賃金と福祉体制の管理運営を巡る社会闘争。福祉体制の管理運営

が所得を社会的に再分配するための鍵として求められた。 

大衆がそっくりそのまま「下から、あるいは内部から」前衛化するとい

う新たなモデル「大衆前衛」の構想 

新たに資本との敵対性の最前線に立つことになった大工場の労働者たち

が、「大衆労働者」の中心的形象という資格において、他の全ての労働者

たち（社会労働者）に対して「前衛」を為すための「大衆前衛党」の創

設が政治的に要請されるとみなされた。 

未熟練工がヘゲモニックに 

大衆労働者の闘いは、工場労働の拒否として自ら行う自己価値の創造を、

みすからの力をあらゆる社会的再生産へと拡張することに結びつけた。

資本主義的権力のシステムに対する真のオルタナチブを創り出す事、こ

れが大衆労働者の闘いの行動目標であった。大衆的労働組合の組織化、

福祉国家の構築、社会民主主義的な改良主義といったものは全て、大衆

労働者が規定する力関係の帰結であるとともに、大衆労働者が資本主義

の発展に強制した重層決定の帰結だったのである。 

テイラーシステムの導入と熟練労働の解体に基く資本による工場労働の

実質的管理→自主管理の不可能→賃金闘争と福祉政策の配分を巡る闘争

→工場の外・社会へ 

c) 資本主義の下での労働者の闘争の第三の局面における階級構成 

技術的構成：主要な傾向としての「社会労働者」 

ポストフォーディズム的な情報化した生産体制に対応。 

労働過程：工場のオートメーション化と社会的なものの情報化、社会的
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な意味を持つ労働の堆積として現れる。生産の情報化。物質的労働は、

生産過程におけるその中心性を失う一方、新しい社会的労働者が現れ、

これが社会的生産ネットワークによって伝播される協働の役割を担う者

として立ち現れる。社会的レベルで協働するこの新しい労働力は、生産

過程において中心的でヘゲモニー的な存在となる。 

中レベルから高レベルの教育を受け、知識労働に従事する賃金労働者た

ち。彼らは最新の IT 機器を使って働くことに慣れているが、その IT 機

器は単なるコミュニケーションの手段であるというだけでなく、サービ

スの生産とも結びついている。彼らは商品の生産と流通の価値を新たに

形成する力を持った、生産労働力の典型として台頭してきた。 

コニタリアート（認知労働者）の出現。かつて中流層に典型的であった

生産機能をいまやプロレタリアートが担わされつつある。 

一人ひとりの主体はみな、知識という資産、すなわち自分自身の頭脳を

固定資本として持っている。この資産を持って、労働する主体たちは協

働し、協働を通じて生産している。この生産を資本が捕獲し搾取する。

今日の搾取＝認知労働に携わる特異性たちが社会的プロセスの中で展開

する協働の力を資本が自らのものにすること。労働を組織するのはもは

や資本ではなく、労働は自らの手で自己組織化するのであり、資本はそ

の主観的潜勢力を盗用する。 

ヘゲモニーはコニタリアートにこそある。そして認知労働は資本には決

して生産することのできない富を資本に先立って作り出してしまうよう

な労働である。すなわち、自由という富。自由とは生産的なものであり、

人々の頭脳の中にある固定資本である。自由に想像し、自由に他者とコ

ミュニケートし、自由に言語活動を展開する人間。価値を創造するのは

自由だけ。 

ここで問題となっているのは個人の権利ではない。自由とコミュニケー

ション、そして協働に関わる権利である。富を構築しているのは、さま

ざまな特異性たちからなるネットワークである。自由な創造的活動を互

いに保証しあうような関係の生産。 

認知労働とは「想像力＋自由＋協働」のことであり、経営者が計測でき

る時間の外にある労働のことである。なぜならこの労働は時間を支配す

るのであって、時間によって支配されるものではないから。認知労働は

出来事であり、「カイロス」であり、時間の創造である。その意味で計測

するのは不可能。そして計測不可能な労働だからこそ、自由というもの

にしっかりと根ざしているのである。 

もちろん、非物質労働を行うときは規範にはもう服従する必要がないと
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いうことではない。逆に知的労働のテイラーシステム化という事態が起

こることさえあり、それは工場労働に見られるテイラー主義より更にひ

どいものになる。しかし、こうした事例は、認知労働の解放に向かう大

きな傾向に比べれば、あくまで部分的なもの。 

労働において〈知〉が担う新たな役割は、本質的に極めて高いレベルの

可動性と柔軟性を併せ持っている。この二つの質が労働力の質そのもの

になった。労働力が望んでいるのは、不安定になることではなく、好き

なときに移動し、好きなやり方でフレキシブルになるという自由。⇒市

民所得の要求 

ソ連が崩壊したのは、労働力に彼らが望んだ自由を与えなかったからで

あって、投資の不足にではなく官僚政治システムの厳格さにこそ原因が

あった。 

d) 未だ発明されざる社会労働者の政治的構成＝抵抗・蜂起・構成的権力の諸形態 

ネットワーク状の権力：帝国 

特異性のネットワークとしてのマルティチュード 

ネットワーク型の闘争は、ここでもポストフォーディズム的生産と同様、

規律に依拠することはできない。そこで重んじられるのは、主として創

造性、コミュニケーション、自己組織的な協働といったものなのである。

新しい主体性、新しい生の拡張的な形態を組織それ自体の内部において

生み出す。組織化することは手段ではなく、それ自体が目的となる。 

ネットワークの基盤としての〈共〉 

全員による全員の統治としての絶対的民主主義 

同じ一つのプロセスとしての抵抗・脱出・敵の権力の空洞化・マルティチュー

ドによる新しい社会の建設 

3) 「共」の形成 

4) 建設されるべき党の形質 
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