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﹃フライハイト﹄紙の主張の変遷 ︵一八七九−八二︶

中

ひ

か

る

一八七八年十月の﹁社会主義者鎮圧法﹂︵以下﹁鎮圧

主張をモストのものと見る従来の見方には明らかに無理

かしながら︑﹃フライハイト﹄紙上でなされたすべての

−社会民主主義からアナーキズムヘー

田

法﹂と略す︶施行後に︑ドイツ社会主義労働者党︵以下

がある︒なぜなら︑同紙は少なからぬ支持を得ていたの

検討は行なわれておらず︑また︑それが成立したことは
︵1︶
もっぱらモスト個人の思想変遷から説明されてきた︒し

﹁党﹂と略す︶内の一部の勢力が︑独自の立場から国内

であるから︑紙上の主張には︑モストと支持者双方の見

はじめに

の党﹁指導者﹂たちに対して批判を開始する︒この新勢

解が反映されたはずだからである︒しかも︑両者は互い

︵ヨ︶

プロパガン一7イユト

力の運動の中心となったのはヨハン・モスト︵一八四六

︑

に影響を与えあったであろう︒また︑独創的思想家とい

︑

−一九〇六︶と﹃フライハイト﹄紙であった︒従来この

︑

運動については︑当初は社会民主主義であったがやがて
︑

うより優れた宣伝家であった︑というモストについて
︵2︶
の評価は︑これまでほぼ確立している︒さらには︑編集
︑

アナーキズムになった︑という事実が指摘されてきたに

︑

者としての立場上︑支持者の同意を考えて自らの見解を
︑

すぎず︑この一見相容れない立場の間を運動がいかに変

そのまま表明することはできず﹁不自由﹂であったとい

︑

遷したのか︑という問題はほとんど考察されていない︒

う指摘さえもある︒これらのことを考慮にいれるならぱ︑

︑

したがうて︑アナーキズムの形成過程についての詳細な
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個人史的観点からだけの叙述には限界があり︑運動史的

実が重要である︒H当時︑事実上の党執行部である﹁中

央選挙委員会﹂は︑鎮圧法可決以前に自らが下した決定

に従って消滅していた︒目国内のリーダーたちは︑法施

観点が必要なことは明かである︒

したがって︑本稿で筆者は運動史的観点から﹃フライ

行によってほとんどの党機関紙が廃刊に追い込まれ︑ベ

効な手段とみなされたのが国外機関紙であり︑﹃フライ

ような状況のもとで︑一部の党員にとって党の再建に有

想だにしていなかった︒臼それゆえ彼らは︑鎮圧法下で
︵5︶
の具体的な活動方針をまったく考えていなかった︒この

ルリンに﹁戒厳令﹂が施行されることになろうとは︑予

ハイト﹄の主張を考察し︑その変遷過程や思想の個別的

で具体的な像を描き出し︑また変遷の背景と要因を提示
することを試みる︒

﹃フライハイト﹄紙の創刊

鎮圧法施行後の七八年十二月︑監獄から釈放されたモ

し︑その編集を引き受ける︒協会はすでにモストの到着

﹁協会﹂と略す︶と協力して﹃フライハイト﹄紙を創刊

議員団から事前に承諾を得るべきであった︑とする非難

対してだけ︑指導部の許可なく創刊されたのであり︑党

ざ§㊦﹄紙が創刊されていた︒のちに﹃フライハイト﹄に

ハイト﹄紙に先立って︑ブリュッセルでC・ヒルシュ

以前から︑新聞を創刊せよという多数の要請をドイツ国

が向けられるが︑議員団にそのような権限が与えられる

ストはすぐにベルリンを追放され︑同月下旬ロンドンに

内から受けており︑彼にアメリカ移住を思いとどまらせ

︵一八四一−一九〇〇︶によって﹃ラテルネ§雨卜s−

編集を依頼したという︒つまり︑当時活動が活発になっ

のはあとのことであり︑事前に承認を得ねばならないな
︵6︶
どとは当時は誰も考えなかったはずである︒創刊過程か−

到着した︒さらに彼は共産主義労働者教育協会︵以下

ていた協会と︑それまで党の指導的役割を担ってきたモ

らすれば︑党の消減が生んだ組織活動の空自が﹃フライ

事実︑創刊号︵七九年一月四日︶は当初の同紙の立場

ハイト﹄を創刊させたと考えた方が妥当であろう︒

ストとの出会いが︑創刊計画を実現に向かわせたのであ
︵4︶

る︒

創刊計画が具体化したことの遠因としては︑以下の事
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を次のように説明している︒創刊理由

国内での活動

が不可能となった状況を国外の社会民主主義者が打開す

るため︒編集方針−予約購読者や発行部数の増加を目
指し︑紙面を政府批判のために公開し︑﹁国家と社会に
おける出来事をラディカルな立場から明らかにし︑多く
の論説の中で共和主義的︑社会主義的原理について言及
︵7︶

なくドイツの社会主義全体の利害を代弁していた︑とい

する﹂︒つまり﹃フライハイト﹄は︑協会の利害だけで

うことであろう︒また創刊当時の同紙上では︑党の原則
に忠実であろうという意図がはっきりと示されており︑

ゴータ綱領の全文や︑合法的・平和的な変革路線を主張
︵8︶

するモストの書いたパンフレヅトからの抜粋が巻頭に掲
載されてい・た︒

もっとも同時に︑当時から以下のように主張されてい

たのも事実である︒−他国の侵略による﹁破局﹂に向
けて︑﹁熱心な学習﹂によって﹁準備﹂すべきである︒

支配階級が理性的であれば革命を回避することも可能で
ある童カ︑彼らが無策であれぱ革命は必然である︑︵
な9
ど︶︒

﹁ラディカルな変更﹂は﹁改良﹂と﹁漸進的妥協﹂によ
ってのみ可能であるという見解を当時から表明していた

C．へーヒベルク︵一八五三−八五︶は︑﹃フライハイ

ト﹄が党員を﹁革命化﹂してしまうと批判していたが︑

おそらくこのような主張が問題だったのであろう︒しか

しながら︑モストの主張や︑さらには﹃フライハイト﹄

紙に批判的だったE・ベルンシュタイン︵一八五〇−一

九三二︶の指摘によれぱ︑創刊当初の論調は特に目新し

いものではなく︑その基調は︑ゴータ合同以前の社会民

主労働者党の機関紙である﹃フォルクスシュタートbミ
︵10︶
；§竃§ミ﹄紙の論調を反映していたにすぎないという︒

では︑そのような立場から同紙はいかに変遷したのか？

革命到来の主張と﹁指導者﹂批判の開始

似下ではその過程を検討していくことにする︒

二

﹃フライハイト﹂の論調に明確な変化が起きるのは︑

七九年の三月革命記念号からである︒同号では︑労働者

への弾圧は彼らを﹁革命化し﹂ドイツで革命が起こる条
︵u︶

件を創り出したと述べられ︑革命の時代の到来が告げら

れている︒後述するように︑この主張が︑今後ドイツ国

内では社会状況が悪化するという認識から導き出された

ことは明らかである︒また同様の見解が︑﹃フライハイ
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ト﹄には批判的だった﹃ラテルネ﹄紙やエンゲルス︑さ
︵12︶

らには他の党員によっても主張されていたことは︑この

しかしその一方で︑このような主張とは正反対の見解

認識が広く普及していた可能性を示唆している︒

が党内にあったことも事実であり︑例えばW．リープク

ネヒト︵一八二六−一九〇〇︶は︑三月に国会の場で次
のように主張した︒まず彼は︑鎮圧法施行以前の党の主

張が﹁法に対する抵抗を示唆するもの﹂であったという
批判に反論した︒鎮圧法が可決されればそれを遵守する
ことを︑党は前から明らかにしていた︒なぜなら︑党は
﹁言葉のもっとも厳密な意味において改良政党であり︑

およそ馬鹿げた暴力革命を起こそうと考えている政党で

はない﹂からである︑と︒さらにリープクネヒトは︑
﹁戒厳令﹂の施行を正当化する政府の﹁報告書﹂が社会

主義者を一面的に記述していることに反駁して︑党の活

この発言の約六週間後︑国内の党活動への批判が協会

動は﹁既存の国家と社会秩序の転覆﹂を目的とするもの
︵旧︶
ではない︑国外の新聞と党は関係ない等の主張をした︒

の総意として﹃フライハイト﹄の巻頭に掲載される︒そ

れは要約すると以下のようなものであった︒1党は本

来﹁革命的﹂な存在である︒もっともこれまで︑世論の

支持を得るために党の活動は改良的であった︒しかし︑

改良の遣が閉ざされた今︑﹁敵が唯一の救済の手段とし

て革命を強要する日に向けて︑人民に準備させるのは党

にとって正当であるばかりか義務である﹂︒このような

認識に基づいて行動することが︑現在の党にとって唯一

の任務であり︑必要で可能なのは﹁慎重な戦術﹂ではな

く﹁法に対する抜け目のない戦術﹂である︒公の場で︑

党の原則にそった意見を表明するのは不可能であり︑議

プロパガ︐ダ

会においてさえ今後弾圧が行なわれる可能性がある︒残

された手段は国外出版物による﹁秘密の宣伝﹂である︒

国内の支援でこれを成功させれば︑我々は党を維持し拡

大することができ︑そうすれぱ︑鎮圧法の撤廃後に︑公

の場で再ぴ活動することができる︒また︑かりに現在の

状況が長引いても︑﹁人民を眠り込ますことなく︑必然

的に訪れる報復の日に向けて準備することができる﹂︒

現代は﹁革命の時代﹂である︒﹁世界恐慌﹂︑﹁人民を物

質的︑精神的に破壊する極端にまで推し進められた軍国

主義﹂といった﹁革命の条件﹂が今日至るところ存在す

る︒﹁困窮は幾世紀間なされなかったことをたった一日
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由を奪うことを容認した︒巨大な軍隊はその維持と拡大

で実現する﹂︒ブルジヨワはドイツ人民からあらゆる自

︵一八二五−六四︶といった党の﹁権威者﹂さえもかつ

このように﹃フライハイト﹄紙は︑自らの展開する革

ては暴力革命を肯定する発言をしたことが引合いに出さ
︵m︶
れて︑党それ自体は﹁革命的﹂であると主張されている︒

のために保護関税の導入を必要としている︒タバコ税は

引き上げられ︑食糧価格は高騰するだろう︒これだけあ

命観が党の先人らにも共有されていたととらえている︒

プロパガンダ

れぱ︑人民は我々の宣伝に十分に耳を貸すであろう︒

またこの革命観はおそらく︑党員の間でも当然のものと

﹁原理﹂に反する発言さえ行なづた現状に対する﹃フラ

ーダーたちが合法路線に固執し︑おまけに﹁革命党﹂の

ツで﹁革命﹂の発生が予想できるにもかかわらず党のリ

さらに弾圧の可能性があり︑人民の窮乏化によってドイ

以上の見解に表明されているのは︑議会活動に対して

ある︒これが未然に阻止されるのは︑﹁支配階級﹂が

トの﹁奴隷反乱のごとき﹂大暴動︑すなわち﹁革命﹂で

らす︒その最終的帰結は﹁粗暴化した﹂プロレタリアー

と大多数のプロレタリアートヘの階級の二極分解をもた

あった︒−大工業の発展は必然的にわずかな大資本家

考えられていたであろう︒その内容は︑ほぽ次のようで

︶

イハイト﹄の憂慮の念である︒またそれは︑国内の党員

﹁改良﹂により﹁社会問題﹂を解決したときだけである︒

︵

に現状の打開を求め︑さらに︑鎮圧法に対して何ら有効

もっとも︑﹁革命﹂と﹁改良﹂のどちらによってであれ︑

プロパガンダ

今こそ宣伝に最良の時期ではないか︒

な対策が講じられないことに対する国内外の党員の不満

社会主義の実現が﹁歴史必然的﹂であることにかわりは

︵15︶

てしまったのであるから︑もはや﹁下からの革命﹂の到

によって支配階級は自ら﹁上からの革命﹂の道を閉ざし

のような結論が導き出された︒すなわち︑鎮圧法の施行

この革命観に基づいて︑﹃フライハイト﹄紙上では次

ない︑と︒

を代弁してもいたであろう︒これに続いて五月初めに連
載された同紙上の巻頭論説では︑リープクネヒト︑A一

べーベル︵一八四01一九二二︶らの﹁戦術﹂がこれま
で以上にあからさまに批判された︒そこではまず︑リー

プクネヒトら自身も以前は暴力革命を支持していた事実
が指摘され︑それだけでなく︑マルクス︑Fニフサール
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来は不可避なのである︑と︒ただし︑この革命観で見落
としてはならないのは︑ラサールに従って︑﹁革命﹂は

一一一﹁社会革命﹂路線の形成

﹃フライハイト﹄紙は七九年六月の論説で︑新しい党を

主張されている﹁革命﹂への﹁準備﹂とは︑非合法の出

それゆえ︑同紙においては﹁革命﹂が﹁反乱勺鼻ω9﹂
︵η︶
ではないことが強調されていたのである︒実際︑そこで

名乗る︒このような立場をとることはモストらにとうて

ならないとして︑これから自らを区別して﹁古い党﹂と

そ﹁一部の﹂党員が﹁再組織﹂した﹁新しい党﹂にほか

紙の批判に反論し︑ドイツ国内に今存在しているものこ

作り分裂を引き起こそうとしているという﹃ラテルネ﹄

版物と非合法組織にrる宣伝活動の域を出るもので

分裂ではなく︑彼らが正統と考える﹁革命的﹂戦術のも

﹁作る﹂ことはできないと主張されていることである︒

はない︒にもかかわらず︑このような﹃フライハイト﹂

とで︑﹁指導者﹂に対抗して党の主導権を握ることであ

にしてさらに鮮明になっていく︒

場の相違は︑次に挙げるように︑一つの事件をきっかけ

ったと恩われる︒﹃フライハイト﹄と﹁指導者﹂との立

︵旧︶

の主張は︑ドイツ国内のリープクネヒトからは︑﹁遠く

プ回パパ〃ンダ

安全な場所から革命﹂について語ることは﹁当地ドイツ
︵18︶

で闘いを指導するより千倍も楽である﹂と皮肉を込めた

以上のように︑﹃フライハイト﹄の論説はそれまでの

非難を受けた︒

これに関し﹃フライハイト﹄紙は︑次のような議論を展

労働者の抗議行動を当局が弾圧するという事件が起こる︒

七月︑プロイセン邦立炭坑で︑賃金カットに反対する

路線と信じるものの堅持を主張していた︒しかし︑この

開した︒1政府による労働条件の改善や︑関税の導入

社会民主主義の革命観などを引継ぐ形で︑自ら党の正統

時点ですでに︑それはもはや国内の﹁指導者﹂の主張と

合法的な道﹂は幻想であり﹁革命による解放の道﹂だけ

これではっきりした︒我々の宣伝を通して︑﹁平和的︑

プロ︑ハガンダ

から期待されている賃金の上昇などはありえないことが︑

はまったく異なっていた︒そこで同紙は︑国内の﹁指導

老﹂たちに対抗して党の再編成を行なうことを唱え︑そ
の一方では︑旧来とは異なる新たな革命構想を提示する
ようになる︒以下でそれを見ていく︒
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﹁使徒﹂が現れ︑革命を準備するために﹁社会革命思想﹂

らない︒そうすれば︑彼らの間に我々の主張を広める

が残されているということを︑労働者に自覚させねぱな

半の党員の確信である︒それによれぱ︑﹁少数派﹂によ

して政治的勝利を得ることができる︑とする七〇年代後

平和的な宣伝によって﹁多数派﹂を形成することを通

と︒この議論が乗り越えようとしていたのは︑合法的・

てしまい無益である︑とされていた︒ところが︑今や鎮

プロパガンダ

を伝道するだろう︑と︒これが発端となづて︑議会主義

る暴力は﹁敵対する多数派﹂によってたやすく弾圧され
︵羽︶

に使われ始める︒これは︑彼らにとって﹁革命﹂の意味

圧法下となったことで︑自由な宣伝を通して﹁多数

＾㎜︶

によらないという意味での﹁社会革命﹂が同紙上で頻繁

が限定されてきていることを物語っている︒

派﹂を形成するという戦術はもはや無効であると判断さ

プ回パガンダ

さらに十月に︑同紙上で革命像は次のように描かれる︒

れ︑﹁使徒﹂のような人々による自覚を持つ﹁少数派﹂

もない︒だが﹁準備﹂なしには始まらない︒だから我々

イト﹄紙は︑事件の起きたのが公営の炭坑であウたこと

このような革命論を展開しながら︑他方で﹃フライハ

を形成する方が﹁革命﹂の時代には適している︑と考え

は﹁革命的宣伝﹂を行なってきたのだ︒しかし︑宣伝

を理曲に社会主義者の﹁国営産業﹂論が皮肉られたこと

ている解放の手段は﹁革命﹂だけである︒﹁革命﹂は︑

によづて﹁理性的多数派﹂が形成されるなどという﹁迷

に反論し︑また鉄道の国有化計画を批判する中で次のよ

直されたのであろう︒

信﹂は信じない︒自由のない社会では﹁人民の大多数は

うに主張した︒我々は﹁人民国家﹂の運営する﹁国営産

﹁作り出す﹂ことはできないがひとりでに起こるもので

ますます卑屈になっていく﹂からである︒﹁歴史を作う

業﹂を考えているのであり︑既存の国家による産業の国

プ日パガンダ

てきたのは常に少数派﹂であり︑現在もまた﹁支配する

営化をいっているのではない︑と︒党の方針はこれまで︑

プoパガンダ

少数派に対抗しうる﹂革命的少数派を生み出すことが必

既存の国家による鉄道の国有化計画に関しては暖昧だっ

プ回パガンダ

たが︑同紙はこれらの記事でそれと一線を画したのであ

要である︒この少数派は︑宣伝によって支持者を拡大
︵別︶
し︑権力の弱体化を即座に察知し行動を起こすのである︑
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︵23︶

る︒結果的にこの事件は︑体制内変革は不可能とするに

の結成を実現し︑この組織は﹃フライハイト﹄紙上で次

このような議論を展開していく一方で︑九月に同紙は︑

﹁崩壊﹂を加速することで実現できるという認識に基づ

つあること﹂が明らかな今日︑﹁社会共和国﹂の実現は

のような声明を発表した︒−﹁国家と社会が崩壊しつ

﹁政治的・経済的な危機﹂と﹁党の危機﹂という二つの

いて︑新組織が創設され党綱領の変更を決定した︒この

十分な論拠を﹃フライハイト﹄に与える形になった︒

﹁危機﹂に直面しているという認識に立づて﹁党として

組織は﹁共産主義者︑共和主義者︑無神論者︑革命家﹂

︵刎︶

一貫した態度﹂をとり︑﹁臼和見政策﹂を非難していく

を同時に代表するものであり︑﹃フライハイト﹄を唯一
︵蝸︶

ことを表明する︒実際︑この年の暮れからドイツでは社

また﹁党の危機﹂は次のように説明された︒﹁指導者﹂

会﹂︑﹁議会主義﹂への攻撃が表明され︑﹁ブルジヨワに

的行動﹂の支持や︑﹁君主制﹂︑﹁ピスマルク体制﹂︑﹁教

の機関紙とする︑と︒二月には︑﹁指導者﹂を党から追

が採用した穏健﹁戦術﹂が党内に浸透することで生み出

対する階級戦争﹂が主張された︒この主張により﹃フラ

会状況の悪化︵﹁凶作﹂︑﹁飢餓チフス﹂など︶が伝えら

されるのは︑原理を持たない﹁骨抜き﹂の党である︒こ

イハイト﹄紙は︑﹁リープクネヒトとその一味﹂との相

い出すこともほのめかされ︑また暗殺をも含めた﹁革命

の堕落した党は今後選挙で新たな支持者を獲得していく

違を強調し︑自らの立場をリープクネヒトら﹁社会改良

れるようになり︑政治・経済的﹁危機﹂を裏づけていた︒

だろうが︑そのような支持者たちは以前の党の原則など

︵η︶

党﹂とは異なる﹁革命的社会民主主義者﹂と規定してい
る︒

以上のような原理に関する立場の明確化は︑さらに実

践をより多く想定した次のような諸提案によって補完さ

−

以上のような危機意識を背景に︑同紙は八O年初頭か

れていく︒まず︑議会参加は無益であるとする反議会主

︵蛎︶

ら︑原理に関する立場の相違と党再編成の計画をはっき

義が唱えられ︑党の選挙活動の目的は宣伝であること．

プロパガンダ

り表明するようになった︒また協会側も︑一月に新組織

らぬ政府なのだ︑と︒

集団がやがて成立するだろう︒これを見て喜ぶのは他な

第112巻

知らない︒それゆえ︑原理も自覚もない﹁質より量﹂の
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の組織は︑次のように描かれた︒組織には規約や会員リ

である︑と主張された︒そのような宣伝を行なうため

然とした社会主義者﹂の獲得は宣伝によってのみ可能

が強調され︑投票は不安定な支持であるにすぎず︑﹁決

あるという主張のもとに︑少数者による﹁陰謀﹂︵﹁多く

成就のためにこれまで歴史上常に﹁陰謀家﹂がいたので

が実行されると述べられ︑八一年二月の記事では︑革命

﹁革命軍﹂の決定をうけて﹁執行部﹂の﹁テロリズム﹂

﹁社会革命家﹂が首都と大都市の蜂起に成功したのちに︑

チ回パ〃ンダ

プ日パガンダ

ストなどはない︒メンバーは︑最近新組織が変更した綱

の人々の暴力行動を呼び起こすための秘密協定﹂︶が提
案された︒

︵31︶

領にそって活動すべきであり︑彼らの任務は相互の学習
ブ回パガンダ

このように︑以前から主張されてきた暴力革命論はよ

プ回パガンダ

ビラなどの出版物によって︑あるいは生活のあらゆる場

り具体化されていくが︑従来﹁アナーキズム的﹂と表現

と計画的宣伝である︒宣伝は﹃フライハイト﹄紙︑
で口頭で行なわれる︑と︒さらに同紙は︑革命が起こっ

った︒しかしながら︑実際には当時の﹁アナーキスト﹂

されてきた内容は︑この暴力の強調とほとんど同義であ

プ回パガンダ

︵28︶

たら軍規には背いて革命に加担すべきであると兵士に訴

四

﹁社会革命家﹂ と﹁アナーキスト﹂

点について︑以下検討していく︒

たちはこれとは異なる立場に立っていたのである︒この

︵32︶

えることも︑宣伝の重要な一環とみなしている︒この
ような内容の︑紙上に掲載された兵士への呼びかけは︑
︵加︶
国内でビラの形で発行︑配布された︒

組織に関する諸提案が︑以上のように具体的になづて

﹃フライハイト﹄紙は具体的な革命論を展開する中で︑

いったのと同様に︑革命論も具体化していった︒まず七

月の記事の内容は次のようであった︒革命家がベルリン

﹁社会革命家﹂という言葉を用いるようになうた︒同紙

当時はきわめて限られた社会主義者にのみ使われていた

こり︑それら革命勢力と軍の衡突に至る︒しかし︑やが

も︑当初はこの言葉をもっぱらブランキストを指すのに

で蜂起すれば︑ドイツの諸工業都市で連鎖的に蜂起が起

て軍側の兵士も﹁兄弟殺し﹂にいやけがさして︑どこで

使っていたのだが︑八O年五月には︑﹁社会民主主義者﹂

︵30︶

も革命側が勝利を収める︑と︒十二月の記事ではさらに︑
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は︑未来社会構想の違いを棚上げして﹁社会革命﹂で一

会議﹂に集まったメンバーの顔ぶれでわかる︒その内訳

であったかは︑九月にブリュヅセルの﹁社会革命︵家︶

﹁社会革命家﹂が具体的にはいかなる社会主義者たち

葉すら使われており︑この語の意味に関しては一定の合
︵釧︶
意が形成され始めていたように思われる︒

られた︒また支持者の側では︑﹁社会革命党﹂という言

会革命家﹂の方が適していると主張し︑・語の解釈が広げ

実現を熱心に希求する人々﹂全てを表す言葉として﹁社

という﹁濫用﹂されている言葉にかえて︑﹁社会主義の

が寄せられた︒このことは︑﹁アナーキスト﹂とは一定

﹁我々はアナーキストになったのではない﹂という通信

トがわざわざことわったにもかかわらず︑その翌週には︑

論﹂だから︑と説明しているのである︒このようにモス

意図を︑従来紹介されてこなかった﹁社会革命家の理

た︒すなわちモストは︑この論説に添えた解説で掲載の

四四−八五︶の書いた論説を掲載した際に明らかにされ

て︑﹁アナーキスト﹂であるAニフインスドルフ︵一八

距離を置いてもいる︒そのことは︑九月に同紙がはじめ

同時に同紙は︑﹁アナーキスト﹂とは依然として一定の

︵脆︶
帯関係に入ったことを事実上認めたわけである︒しかし

﹁社会革命家﹂という用語は︑﹁ブランキスト﹂らだけで

このブリュッセル会議以降︑﹃フライハイト﹄紙上で

を開く旨の合意をみたこと︑およびこのロンドンの会議
︵35︶
に向けて準備をする過程などを通して醸成されていった︒

たこと自体を通して︑さらに翌年七月にロンドンで会議

の間における共闘の雰囲気は︑まずこの会議が開催され

に︑﹁執行部﹂による﹁テロリズム﹂の革命構想を展開

未来社会の理想だと表現しており︑また先に述べたよう

ねた新聞の題名である﹁神もなく主人もなく﹂をもって

この年十一月に創刊しモストがその共同執筆者に名を連

と考えられる︒なぜなら同紙は十二月に︑ブランキらが

に対しては︑﹃フライハイト﹄は近い立場をとうていた

在したことを示している︒だが他方で﹁プランキスト﹂

︵鍋︶

致しようとする﹁ブランキ・エベール主義的特徴を持つ

の距離を置くべきであるという考えが支持者の側にも存

なく﹁アナーキスト﹂をも意味するようになる︒つまり︑

していたからである︒

︵38︶

﹁社会革命﹂を主張する同紙は︑﹁アナーキスト﹂とも連

︵折︶

革命的分子﹂や︑﹁アナーキスト﹂などであ．った︒彼ら

第112巻第2号
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ヴ︵一八四七−一九二二︶は︑モストの書いたパンフレ

ーナシヨナル以来の﹁アナーキズム派﹂であるV・ダー

のではなかづた︒モスト切協カ者で︑自身は第一インタ

ハイト﹄の﹁社会革命﹂論は決して同意できる内容のも

一方﹁アナーキスト﹂たちの側からみても︑﹃フライ

つ社会は︑ラインスドルフの描く︑﹁自治体﹂や﹁組合﹂

調整される︑と︒しかし︑このような﹁最高会議﹂を持

が構成する﹁最高会議﹂によって政治的・経済的問題が

が成立する︒この社会では︑﹁全生産グルiプ﹂の代表

﹁政治権力﹂と﹁全資本﹂を獲得したのちに﹁共産主義﹂

連合﹂を組織するという未来社会像とは相容れないもの

が﹁下から上へ︑周辺から中心へ﹂﹁諸グループの自由

義﹂と表現し︑そのような﹁社会主義の独裁的派閥﹂は

︵靱︶
であっただろう︒

ットの内容を﹁ブランキズムに薄められたジャコバン主

自分に敵対する勢力であると述べている︒彼は続けて︑

以前に︑﹃フライハイト﹄紙が﹁社会革命家﹂という用

このように︑モストの逮捕・投獄事件︵八一年三月︶

レタリアートは政治権力を握らねばならない︑とモスト

語で展開した立場はブランキズムの特徴を帯びたもので

モストとの相違を以下のように説明している︒iプロ

は述べているが︑これは自分の思想と正反対である︒

あって︑﹁アナーキスト﹂たちとはかなり異なウていた︒

しかし同紙は︑モストの投獄以後は徐々にアナーキズム

﹁アナーキズム理論﹂は﹁労働者による政治﹂という見
解には反対する︒﹁労働者による政治は人民国家を作る

︑

︑

︑

に接近していく︒この事実とモストの不在という事態と

︑

︑

にすぎない﹂が︑﹁社会主義的人民国家は最も反動的な

状況﹂である︑と︒このように︑革命の目標を新たな権

︑

の関係について︑ここで多少検討しておきたい︒

ついても︑﹃フライハイト﹄の見解は﹁アナーキスト﹂

であづた︒また︑最終的に実現されるべき未来社会像に

ているように︑獄中で書かれた彼の記事がひそかに持ち

は不可能であったはずである︒かりに︑モストが主張し

﹃フライハイト﹄紙のアナーキズムヘの接近を促すこと

投獄中︵八二年十月出獄︶のモストが︑編集者として︑

とは大きく異なっていたと患われる︒例えぱ当時︑同紙

出され掲載されることがあったとしても︑その関与には

カの確立に置くことはダーヴにとって受け入れ難いもの

上で描かれたある未来社会像は次のようであった︒−
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に︑同紙がアナーキズムヘ転換する決定的なきっかけを

ではもう一度時期をさかのぼり︑この点について検討し

転換はこの議論なしにはあり得なかった︒そこで︑以下

からである︒次節でも述ぺるように︑アナーキズムヘの

なした事件をモストは知りえなかった︒したがって︑前

た㌧

った︒ただし個人としては︑すでに投獄以前から︑モス

く浸透している﹂と発言する︒後日︑この発言がもとで

り︑行動の時代が始まったという考えは人民の意識に深

八O年五月︑党議員であるW・ハセルマン︵一八四四

トが徐々にアナーキズムを受容していた可能性は残され

党議員団が彼を議員団から除名にしたことが判明し︑こ

﹃フライハイト﹄のアナーキズムヘの接近に関しては︑

ている︒同様に︑書かれたものはなかったとはいえ︑モ

の処分に対して﹃フライハイト﹄紙上に抗議声明が次々

−一九ニハ︶は国会で︑﹁議会での無駄話の時代は終わ

ストが投獄以前に口頭でアナーキズムに近い未来社会像

と掲載された︒抗議の論点の一つは︑発言の内容を支持

︑

を披露し︑そのため同紙の共同編集者たちがアナーキズ

する立場からのものであったが︑時をおかずに︑除名処

︑

ムに近づいた可能性も残されている︒

分それ自体が実はこの発言より以前に決まっていたこと

一つの論点もつけ加わった︒その際︑非難の矛先は主に

︑

ところで筆者は︑﹃フライハイト﹄紙がアナーキズム

が判明したために︑議員団の横暴を非難するというもう

と当時の﹁指導者﹂の間に争いが激化していた事実を重

︵仙︶

﹁指導者﹂の﹁独裁的﹂決定と﹁権威者の体制﹂に向け

また同紙は︑理想社会の方から現実の組織を批判するア

現実の党組織をめぐる議論がつけ加わったからである︒

た議論もまた﹃フライハイト﹄側に非難の論拠を与える

トはスイスでの会合で顔をあわせたが︑このときなされ

のはこの事件だけではない︒同月に﹁指導者﹂派とモス

られた︒党の﹁権威者﹂体制が非難される原因となった

ナーキズムに似た議論を︑この後展開するようになった

のあり方だけに向けられていた同紙の﹁社会革命﹂論に︑

視したい︒なぜなら︑この争いを通じて︑それまで革命

︵40︶

に接近した理由の一つとして︑同紙を支持するグループ．

投獄中のモストはきわめて小さな影響力しか持ちえな・か

述した問題について筆者は次のように考えている︒まず

大きな制約があったに違いない︒また次節で述べるよう

第112巻第2号
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を論拠としていた︑会合は﹁異端者裁判﹂にほかならな

のものである権威者﹂に対してモストが誹講を加えた点

の時の彼への批判が﹁原理﹂上のものではなく︑﹁党そ

結果となった︒モストはスイスからの通信文の中で︑こ

このようなヲインスドルフの組織論は︑現実の組織を

って実現される社会は︑﹁指導者﹂が存在する﹁人民国
︵伯︶
家﹂ではなく︑﹁自由な社会﹂である︑と︒

織﹂を形成するだろう︒このような組織を担う人々によ

以上の問題を受けて︑ラインスドルフは︑このような

イハイト﹄紙で主張されていた組織論はこれと異なって

判するという特徴を持っている︒しかし同時期の﹃フラ

未来社会に投影し︑あるいは理想社会の方から現実を批

事態に至った原因は労働者が﹁集権的組織﹂によって

おり︑﹁社会革命﹂を準備する組織にだけ関心があるか︑

︵〃︶
かったと非難した︒

﹁偶像﹂を創り出したことにあるのだから︑党員は各自
︵蝸︶
もっと﹁自決権﹂を守らなければならないと主張した︒

うた︒とはいえ︑そのような現行の党組織原理への批判

︵伯︶

せいぜい現行の党組織原理を批判するものでしかなか

は︑こののち同紙上で展開される組織論の端緒となづて

またモストの除名や議員団を指導部とするなどの決議を

下した八月の党大会に関しては︑﹁指導者﹂たちは大会

ーキズムヘの転換の過程を考察する︒

﹁指導者﹂に追従しなければならないと想定している︒

もなお︑指導するものとされるものが存在し︑労働者は

そこでは﹁党の規律という名の﹂﹁盲従﹂が強要される

が最も明確に示されたのは︑八一年十一月の論説である︒

﹃フライハイト﹄紙上でラインスドルフと同様の見方

﹁社会革命家﹂ から﹁アナーキスト﹂

しかし︑現在すでに﹁指導者﹂に従わないで活動してい

組織原理が批判され︑︒それが適用されるであろう﹁人民

五

いた︒以下でその議論も含め︑﹃フライハイト﹄のアナ

で﹁独裁制﹂を手にいれたのだ︑と批判され︑今や﹁労
＾刎︶
働者﹂は彼らに﹁盲従﹂してはならない︑と主張された︒
ラインスドルフは︑別の記事でさらに次のようにも主張

る諸グループが存在する︒彼らが自立性を保ちながら相

国家﹂が拒否された︒そして︑﹁コミューン﹂単位の政

している︒現在の﹁指導者﹂は︑﹁未来国家﹂において

互に関係を持つことで︑いずれ﹁革命的アナーキズム組
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治機構が提唱されている︒しかしまたこの記事は︑同時

﹁連合の網﹂によって成立するべきである︵三月︶︒﹁集

階層制﹂に権力を付与してしまった︵四月︶︒将来は国

権主義﹂の結果︑党は﹁国家の複製品﹂となり﹁役員の

に︑﹁支配﹂や﹁政府﹂のない﹁自由な社会﹂は︑すで
︵〃︶
に﹃共産党宣言﹄に暗示されている︑としている︒した

家も党の集権主義も一掃され︑自立的組織からなる﹁自

以上のような組織原理が形成される過程は︑同紙に対

がって︑この記事の提唱した組織論と未来社会構想は︑

する弾圧によづて一時中断されるが︑その後スイスに発

由な社会﹂が成立するであろう︵五月︶︒

に対する批判の延長として登場した可能性の方が高い︒

行地を移して公式に﹁アナーキスト﹂を自認するように

アナーキズムからの直接の導入ではなく︑党の組織原理

としてのみ捉えられていたようであり︑﹁真の自由と平

当時同紙上では︑﹁アナーキスト﹂は依然﹁社会革命家﹂

会論は︑主に国家と﹁集権主義﹂批判という形で以下の

これ以降︑﹃フライハイト﹄紙上での組織論と未来社

れてはいるものの︑﹃フライハイト﹄が彼らとはまだ一
︵蝸︶
定の距離をとっていることがわかる︒

の廃止﹂を主張する﹁アナーキスト﹂に対し共感が示さ

とどまっている︵十二月︶︒他の記事においても︑﹁国家

る︒したがうて︑﹁労働者ではない﹂﹁指導者﹂たちによ

軍隊を持たず︑法と政府のない社会﹂を組織しようとす

に対し︑後者は﹁権威を根絶﹂し︑﹁国境︑政府︑警察︑

分けられる︒前者が﹁人民国家﹂の導入を求めているの

者﹂は﹁社会民主主義者﹂と﹁アナーキスト﹂の二派に

うに述べられている︒1﹁ドイツの社会主義的労働

それを画したのは十月の論説であり︑そこでは次のよ

＾柵︶
なることで一つの画期を迎えた︒

ように展開される︒1我々は﹁人民国家﹂を含めたあ

ってこれまで語られてきた理想である﹁人民国家﹂では

等を目指すものはすぺてアナーキスト﹂と述ぺられるに

らゆる国家と闘う︵八二年一月︶︒﹁人民国家﹂とは︑

ーベルの主張する﹁人民国家﹂が︑﹁土地と生産手段﹂

なく︑﹁アナーキー﹂こそが我々の希望を実現する︒べ

政府﹂が﹁法律と警察﹂によって統治する政治体制であ

の国有であり︑その結果生じるものが﹁役人の支配︑あ

﹁議会と官僚制﹂を持つ﹁人民に任命された集権主義的

る︵二月︶︒﹁自由な社会﹂は︑﹁自立的コ︑ミューン﹂の
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し︑他人と関係を結んだり一人になったりする﹂︒すな
︵50︶
わち﹁完全なアナーキー﹂の支配する社会なのである︑

さらに︑﹁誰もが好きなように生き︑愛し︑働き︑旅を

する必要がなく︑全ての労働は自由意志で行なわれる﹂︒

われる︒そこでは﹁すべての人間は自由﹂で﹁誰も命令

され﹂︑﹁異なった部門どうしが結びついて﹂生産が行な

住居その他﹂を手にいれ︑﹁各労働部門がそれぞれ組織

会﹂では︑人民が﹁土地︑機械︑生産用具︑工場︑鉱山︑

味するのは明白である︒これに対し﹁アナーキズム社

法律︑議会︑不平等︑統治するものとされるもの﹂を意

らゆる国家による国境の設定︑警察による秩序の維持︑

ろう︒このあと︑この新たな段階の舞台はニューヨーク

ーキズムヘの移行は新たな段階を迎えたと考えてよいだ

によって︑﹃フライハイト﹄紙を中心とした運動のアナ

点で︑少数派として党内にとどまることも拒否したこと

派﹂の機関紙だったのである︑と︒このように︑この時

ありえない︒﹃フライハイト﹄紙はこれまでも﹁反権威

かのどちらかの立場を選ぱねばならず︑両者の合同など

﹁社会民主主義者﹂か﹁反権威派﹂の﹁アナーキスト﹂

を我々は退ける︒﹁ドイツの労働者﹂は﹁権威派﹂の

あるいはただ名目上﹁社会民主主義派﹂に属している者

ない︒思考は﹁革命的﹂でも﹁権威的立場﹂をとるか︑

である︒−﹁社会革命家﹂であるかどうかは重要では

この論説ではまだ︑﹁アナーキスト﹂が同紙の立場で

アメリカでのモストと﹃フライハイト﹄の動向について

に移り︑モスト自身も同地に移住して編集を再開するが︑

︵51︶

とo

あるとは明言されていない︒しかし次の一連の経過を通

の考察はまた別の機会に譲りたい︒

新たな団体を結成したというブリュッセルからの通信が

変遷をモストの思想変遷だけで説明することは決してで

以上述べてきたように︑﹃フライハイト﹄紙の主張の

おわりに

して︑同紙は原理的にも組織的にも﹁アナーキスト﹂と

しての立場を明確にする︒すなわち︑翌週同紙上に︑

掲載されたが︑このような無原則な合同に反発して︑そ

きない︒さらに次の二点も強調しておきたい︒H従来

﹁選挙好きの改良主義者﹂と﹁数名のアナーキスト﹂が

のさらに次の週に同紙上では︑次の声明が発表されたの
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﹁アナーキズム的﹂とされることの多かった﹃フライハ

いといえよう︒とりわけ︑知識人ではなく労働者出身の

たかの解明は歴史的文脈にそってなされなければならな

示している︒それゆえ︑これら諸思想がいかに解釈され

モストのような人物が中心となった運動については︑特

ズムの暴力革命論を基礎にしていた︒oこれに対し︑当

に注意深い分析が行なわれるべきであろう︒

イト﹄の﹁社会革命﹂路線は︑社会民主主義やブランキ

時の﹁アナーキスト﹂にとって彼らの理論の本質は﹁社

本稿ではアナーキズムを﹁連合主義﹂的組織論に貫か

大原社会問題研究所﹁エルツバッハー文庫﹂所蔵のもの︒
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