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至千年共産主義者としてのマルクス 

 

 カール・マルクスによって生み出された入り組んだ巨大な思想大系は、実際には単

純なものである。カール・マルクスは共産主義者であった。マルクス主義の哲学、経

済学、及び文化の無数の専門用語に付与された概念の、一見して陳腐で平凡な主張と

比較しても、マルクスが共産主義に熱心であったことは彼の欠くことのできない焦点

であり、階級闘争、弁証法、剰余価値理論、及びその他何もかもよりもずっと重要で

あった。共産主義は大きな目的、未来図、是非欲しいものであったけれども、価値あ

る歴史の至る所で人類を苦しめるであろう究極的な目的であった。歴史を終わらせて

新しい天国と現世を確立するキリスト教の神学大系における救世主の復活と同じく、

共産主義が確立すれば人間の歴史を終わらせるだろう。そして神の予言者と聖人によ

って導かれる至福千年後のキリスト教徒が地上に神の国を確立するであろうように

（至福千年より前には、キリストはそのような王国を確立するために多くの人間の助

手を用いる）、マルクスと他の共産主義者の学派の目的に向かって人類は現世の聖人の

指導者によって導かれ、地上に世俗化した天国を確立するだろう。 

 

 救世主を信じる宗教の運動では至福千年は、強力で暴力的な大変動によって、即ち、

この世の終わりの日の善と悪の間の大戦争であるハルマゲドンによって必ず確立され

る。この巨大な戦いの後に、平和で調和した正義が支配する新しい時代の至福千年が

地上に出現するだろう。 

 

 マルクスは漸進的な進歩の過程を通して、あるいは着実な善行の発展を通して共産

主義に到達することを求める空想的社会主義者を、断固として拒絶した。その代わり

にマルクスは、至福千年以前の１６世紀のこの世の終わりの日の威圧的なドイツとオ

ランダの再洗礼主義者に、イギリスの大内乱時代の至福千年の宗派に、そして至福千

年が確立される前の最後の日に血なまぐさいハルマゲドンを予見した、至福千年以前

の様々なキリスト教徒のグループに立ち返った。確かに至福千年前のこの世の終わり

の日は、善良さと聖人が漸進的に人類に行き渡るのを待つことを拒絶するので、この

世の終わりの日の善と悪、そして聖人と罪人の間の暴力的な最後の戦いだけが至福千

年に案内することができると信じられ、至福千年前には善と悪が隣り合わせになって
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いた。マルクスのバージョンでは、抑圧されたプロレタリア階級によって行われる暴

力、つまり世界革命が彼の至福千年である共産主義の出現のための、欠くことのでき

ない手段であろう。 

 

 実際にマルクスは降臨前の至福千年主義者（あるいは「至福千年主義者」）のように

更に進んで、地上における悪の統治は、この世の終わりの日の直前に最高潮に達する

だろうと主張する（「夜明け前の暗黒」）。アーネスト・トゥベソンは次のように書いて

いる。至福千年主義者と同じく、マルクスにとっても 

 

世界の悪は１つの大きな完全で徹底的な大変動で一掃される前に、その高みに進まな

ければならない．．． 

 

至福千年主義者の存在する世界についての悲観主義は、絶大な楽観主義によって取り

消される。悪がその高みに達するときに歴史はそのように働くので、絶望的な状況は

覆るだろうと至福千年主義者は信じている。何らかの種類の平等主義的な秩序によっ

て元の本当に調和した社会の状態が再び確立されるだろう。［１］ 

 

 空想的社会主義者の様々なグループとは対照的に、そして宗教的な救世主の出現を

信じる人々と同様に、カール・マルクスは未来の共産主義の特徴を何一つ詳細に述べ

なかった。例えば、彼が考えるユートピアにいる人々の数、家の形と場所、都市のパ

ターンを詳細に説明することはマルクスの仕事ではなかった。まず第１に、創造者に

よって正に詳細に描かれるユートピアに対する典型的に風変わりな雰囲気がある。し

かし同様に重要なことだが、自分の理想社会の詳細を述べることは、疑わしい必然的

な未来世界から畏敬の念と神秘性という欠くことのできない要素を除去するのだ。 

 

 しかし特定の特徴はすべての共産主義のバージョンで大まかに似ている。私有財産

は除去され、個人主義は委員会に従う。個性は平準化され、すべての財産は共同で所

有されて管理される。そして新しい集産主義的な組織における個人の単位は、何らか

の方法で互いに「等しく」される。 
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 マルクス主義者とマルクス主義の学者は、マルクス主義の全体系の中心に共産主義

があることを見落とす傾向にある。［２］１９３０年代と１９４０年代の「正式」なマル

クス主義では共産主義は軽視され、労働価値理論、階級闘争、歴史の唯物論的解釈の

疑わしい「科学的」な強調をすることが好まれ、ソ連はゴルバチョフ以前でも社会主

義の現実問題に取り組んで、共産主義の目標を他の何かよりはむしろ過剰なものとし

て扱った。［３］同様にルイ・アルチュセールのようなスターリン主義者は、１８４８年

以前にマルクスが強調した「人本主義」、哲学、及び「疎外」を、非科学的で前マルク

ス主義的であるとして退けた。もう一方で、１９６０年代にそれらが流行するように

なった。ヘルベルト・マルクーゼのような新左翼が、後期の「科学的経済学者」のマ

ルクスは合理主義的な独裁への前兆であって、初期のマルクスが人本主義と人間の「自

由」を強調したことの裏切りであるとして退けたからであった。対照的に、私はマル

クス主義研究で意見の一致［４］が増大するのに伴い、少なくとも１８４４年以来、そ

して恐らくもっと早くから、たった１人のマルクスしかいなかったと主張する。「人本

主義」のマルクスが彼の残りの人生で探求する目標を確立した。それがこの世の終わ

りの日の、革命による共産主義の大勝利であった。この観点において、マルクスの後

期の資本主義の経済学の探究は、疑わしいそのような大勝利を必然にするための、単

なるメカニズムと「歴史法則」の探求でしかなかった。 

 

 しかしその場合、この疑わしい人本主義的な共産主義の目標の本質を研究すること

が不可欠になる。この「自由」の意味が何であるのか、そして２０世紀のマルクス－

レーニン主義の政治制度の恐ろしい記録が基本的なマルクス主義の自由の概念に含意

されているのかどうかを。 

 

 マルクス主義は宗教的な教義である。この主張はマルクスの批判者にとっては一般

的で、マルクス主義が公然の宗教の敵であるから、そのような一見してのパラドック

スに多くのマルクス主義者は傷付くだろう。明らかにマルクス主義が基礎を置く、疑

わしくて融通のきかない科学的唯物論に異議を唱えたからだ。マルクス主義と教会の

間の解放の神学と一時的興味の時代である現在に、マルクス主義者自身がしばしば素

早くこれと同じ主張をするのは非常に奇妙なことである。確かにマルクス主義が「宗

教」として機能する１つの明らかな方法は、明らかな間違いや誤りからマルクス主義
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の体系を守るようにすることだろう。従って、たとえ申し立てによるところの科学的

な歴史の法則から導き出されたとしても、マルクス主義が予測に失敗するとき、マル

クス主義者は元の予測の言葉を主張するためにはどんなことでもする。資本主義下で

は労働者階級が貧困化するというマルクスの法則がよく知られた例だ。産業化した資

本主義下での労働者の生活水準が低下するどころか、上昇することが完全に明らかに

なったとき、貧困化によってマルクスが「本当に」意味したことは貧困化ではなく、

相対的な窮乏であったという見方にマルクス主義者は後退する。この後退する弁明に

伴う問題の１つは、貧困化がプロレタリア革命の原動力であると考えられているけれ

ども、資本家が５、６艘のヨットを所有しているときに労働者が１艘のヨットしか所

有していないという理由で、血なまぐさい革命に訴える労働者を思い描くのは難しい

ということだ。もう１つのよく知られた例は、労働価値理論が資本主義下の財の価格

を計算できないというベーム＝バヴェルクの決定的な論証に対する多くのマルクス主

義者の反応であった。再び、マルクスが「本当に意味した」［５］ことは、市場価格を説

明することでは全くなく、労働時間が何らかの種類の神秘的に本来備わっている「価

値」を財に埋め込むと単に主張することであり、資本主義の市場の働きとは無関係だ

と後退して応答される。もしこれが本当なら、マルクスが彼の人生の大部分を、「資本

論」を完成させて価値と価格の問題を解決するという不首尾な試みのために働いた理

由を理解するのは困難だ。 

 

 恐らく、逆上したマルクスの価値理論の擁護者に対する最も適切なコメントは、常

に機知に富んで人を愉快にさせるアレクサンダー・グレイのコメントだ。彼もまた宗

教的な予言者としてのマルクスについて、別の観点から言及する。 

 

ベーム＝バヴェルクや［Ｈ・Ｗ・Ｂ］ジョーゼフがマルクスを傷付けるのを見ること

は平凡な楽しみにすぎない。マルクスが本当に意味したことはマルクスが明白に言っ

たことと全く関係がないと認識せずに、はっきりした言葉の意味を掴むほど、彼らは

非常に平凡であるからだ。しかしながら友人に囲まれたマルクスを見ることは、完全

に異なる種類の楽しみである。マルクスが本当に意味したことを周囲の誰もが本当に

知らないことが、すっかり明らかであるからだ。彼らはマルクスが話していることが

何であるかをかなり疑いさえしている。マルクス自身が、自分が何をしているのか知
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らなかったという兆候もある。特にマルクスが「価値」のつもりで言ったときに彼が

考えたことを話す人は誰もいない。「資本論」はある意味では３巻の専門書であり、

価値理論とその多数の応用を詳細に説明している。しかしマルクスは「価値」のつも

りで言ったことを決して威張って言わなかった。従って「価値」は誰かが１８６７年

から１８９４年までの広げた巻物に従って作りたいと思うものである．．．科学、スロ

ーガン、神話、あるいは魔法に関心があるか。マルクスは予言者だったと言われてい

る．．．そして恐らくこの気配が最高の手がかりになる。エレミヤやエゼキエルは、余

り霊感のない人々を対象とする試験の対象にならない。恐らく世界と大多数の批判者

が行っている誤りは、マルクスを予言者であると十分にみなしていないことだ－論理

を超越して謎の不可解な言葉を発する男。すべての人はその言葉を彼が選ぶと解釈す

るだろう。［６］ 

 

神学体系の再吸収 

 

 しかし宗教としてのマルクス主義の本質は、マルクス主義者の愚かさと言い逃れ［７］

や、分かりにくくてしばしば判読できないマルクスの著述の性質よりも強力に浸透し

ている。必須の目標――共産主義――が特定の形の宗教的な終末論を無神論化したバ

ージョンであること、そこに到達する疑わしい必然的な過程――弁証法――が同じ宗

教的な歴史法則を無神論化した形であること、そして恐らく「人本主義」的なマルク

ス主義者によって知覚される資本主義の中心的な問題、即ち「疎外」が全く同じ宗教

の抽象理論に基づく創造された世界全体の不満を無神論化したバージョンであるとい

うことが、この論文の主張であるからだ。 

 

 私が知る限り、この致命的に大きな影響を及ぼす宗教を示すための一般的に合意さ

れた名前はない。名前の１つは「過程神学体系」だが、私はむしろ「再吸収神学体系」

と呼びたい。「再吸収」という言葉は、考えられている神とともに創造する行為の開始

点と同じく、疑わしい人類の歴史の必然的な終了点を強調するからである。 

 

 レシェク・コワコフスキがマルクス主義についての注目すべき著書で指摘したよう

に、再吸収神学体系は３世紀のギリシャの哲学者のプロティノスから始まり、プロテ
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ィノスから一部のキリスト教徒のプラトン主義者に移って、キリスト教の異端として

存在を認められた。１９世紀の哲学者のジョン・スコトゥス・エリウゲナと１４世紀

のマイスター・ヨハネス・エックハルト［８］のようなキリスト教の神秘主義者の著作

において、表面下から繰り返して沸き起こる傾向にある。 

 

 この異端説を正統のキリスト教と対比すれば、再吸収神学体系の本質と重要な意味

合いを最もよく把握できるだろう。我々は始まりから――創造学、最初の日の科学あ

るいは教義から――始める。なぜ神は宇宙を創造したのか。正統なキリスト教徒は、

神の慈悲深くて満ちあふれた創造物への愛情から、神は宇宙を創造したと答える。従

って創造は良いことで実に素晴らしい。軟膏の中の蠅は人間が神の法に違反して入れ

たもので、その罪のためにエデンから追放された。人類の形をした神の顕現と十字架

にかけられたイエスキリストの犠牲が、この人類の堕落から人類を救うことができる。

人類の堕落は道徳上の堕落であって、創造そのものは形而上学的に良いままであるこ

とに注意せよ。また、正統のキリスト教では神のイメージで作られたそれぞれ個々の

人間が最も重要であり、それぞれの個人の救済が決定的な関心事になっていることに

も注意せよ。 

 

 しかしながら再吸収神学体系は非常に異なる創造学から始まる。創造よりも前に人

間――明らかに共通の種の人間でそれぞれの個人ではない――が幸せに仲良く、何ら

かの種類の広大な宇宙のぼんやりとした形の中で、神と、そして自然とも一体となっ

て存在していたというのが重要な教義の１つである。キリスト教徒の見方では、神は

人間とは違って完全であり、よって人間のように状態を改善するために行為をしない。

しかし再吸収派にとっては、神は人間と類似して行為する。神はミーゼスが「不安な

感じ」と呼んだもののために、そして現在の状態の不満のために行為する。言い換え

ると、神は孤独や不満のために、あるいは一般的に未発達の能力を発達させるために

宇宙を創造する。神は必要性を感じて宇宙を創造するのだ。 

 

 再吸収派の見方では、創造は実に素晴らしくて良いことではなく、本質的に、そし

て形而上学的に悪いことである。創造は多様性、個性、そして分離を生み出し、その

ために最愛の神と一体化した宇宙から人間を切り離すからだ。今や人間は神から永遠
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に「疎外」される。根本的な疎外である。そしてまた他の人々と自然からも疎外され

る。マルクス主義の「疎外」の概念の核心にあるのはこの宇宙の形而上学的な分離で

あって、今考えるかもしれないような工場の運営を管理することについてや、富や政

治権を利用できないことについて個人的な不平を言うことではない。疎外は宇宙の状

態であって心理的な不満ではない。再吸収派にとって、世界の決定的な問題は道徳的

な失敗にではなく、創造そのものの根本的な本質に由来する。 

 

 多くの神秘主義と同様に、仏教と様々な汎神論はこの宇宙の疎外から逃れる１つの

部分的な方法を提供する。そのような汎神論の信者にとって、神と人類と自然は１つ

であって、そうあり続ける。そして個々の人々は、解脱（無）が達成され、個人の自

我が――少なくとも一時的に――取り除かれるまで様々な形の修行をすることによっ

て、望まれる一体化を再現することができる。［９］ 

 

 しかし再吸収派によって提供される逃げ道は異なる。第１に、逃げ道は種としての

人間にのみ提供され、どの特定の個人にも提供されない。第２に、逃げ道は規則正し

く決められた必然的な歴史の法則である。再吸収派にとって創造についての良い観点

が１つある。神と人間のそれぞれが歴史を通して能力を満たし、それぞれの潜在能力

を拡張し始めることだ。実際に、歴史はこれらの潜在能力が満たされる過程であり、

その過程で神と人間のどちらも自身を完全にする。そして最終的に、ここでこの世の

終わりの日の科学である週末論に到達する。ついに巨大な再結合があり、神と人間が

ついに再結合するだけではなく、高次の完全な水準で再結合するのだ。２つの宇宙の

ぼんやりとした形――神と人間（および暗黙のうちに自然もまた）――が結合し、高

度な水準で１つになる。今や創造の苦しい状態は終わり、少なくとも疎外が終わり、

人間は故郷に戻って創造後の高次の水準になる。歴史は、そして世界は終わりを迎え

る。 

 

 このすべての「完全性」と「復帰」は明らかに種の集合体の水準においてのみ生じ

るというのが、再吸収の決定的な特徴である。個々の人間は誰もいなくて、巨大な集

団組織としての人間における単なる細胞でしかない。その方法でのみ、人間は数世紀

にわたって進歩し、あるいは「自分自の能力」を十分に発揮し、「人間」の創造以前の
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状態から疎外され、最終的に「復帰」して高次の水準で神と一体化すると言える。マ

ルクスの共産主義の目標との関係は既に明らかになっている。必然的な共産主義での

歴史の終わりによって除去される「疎外」は、集団的な種の人間の疎外であり、それ

ぞれの人はついに他の人々、及び自然と一体化する（マルクスにとって、自然は集団

的な種としての人間によって「創造される」。このために人間は創造者として神に取っ

て代わる）。 

 

 歴史の目標としての共産主義は後で扱う。ここでは、これらすべての出来事が生じ

るに違いなく、そして必然的に生じる過程に焦点を当てる。最初に創造前のぼんやり

とした形の宇宙がある。このぼんやりとした形から非常に異なる状況が生じる。神、

個々の人間、そして自然と一緒に宇宙が作り出され、それぞれが存在している状態だ。

ヘーゲルとマルクスの神秘的な「弁証法」の始まりがここである。ある状態が何らか

の方法で対照的な状態を引き起こす。弁証法の師であるヘーゲルは、ドイツ語で「止

揚［aufheburg］」という決定的な言葉を用いた。それはこの非常に異なる段階への突

然の移動を包含するのに十分なほど多義的である。この止揚は全く同時に元の状態を

保ち、超越し、全く対照的な状態を作り出す。このヘーゲルとマルクスの過程のため

の標準的な英訳は否定［nagating］であるけれども、そのような訳はその理論を本当

よりも更にもっと曖昧にする――恐らく「超越[transcending]」の方が好ましい言葉

だろう。［１０］従って、例によって弁証法は３つの段階からなる。第１段階は創造前の

ぼんやりとした形の宇宙の状態で、人間と神が幸せに調和して一体となっているけれ

ども、どちらかといえばそれぞれは未熟である。第２段階が生じ、神が人間と宇宙を

創造する。しかし最終的に人間と神の発達が完了すると、第２段階は自身の止揚を、

即ち自身の反対であるか自身を否定する超越する状態を作り出す。要するに第３段階

では、神と人間が「結合に歓喜」して歴史が終わる。 

 

 ある状態から非常に異なる状態を生み出す弁証法の過程は、もし結果がその反対で

なければ、たとえ再吸収派にとって必然的な発展であったとしても神秘的である。再

吸収派がそのメカニズムを説明する必要は何もなかった。確かにヘーゲルと後の再吸

収派の思想家が特定の大きな影響を及ぼしたのは、この伝統の中にいる後のキリスト

教の神秘主義者の１人であった。１７世紀の初めのドイツの靴直し屋のヤーコプ・ベ
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ーメである。ベーメは弁証法を汎神論にあてはめ、宇宙の創造と歴史の弁証法を始め

るのは神の意志ではなく、何かの根本的な力であると定義した。ベーメは尋ねる。創

造前の世界がどのようにして創造へと超越したのか。創造前には根本的な源である永

遠の統一体があるけれども、区分されておらずはっきりとせず、文字通り底無し

［Ungrund］であると彼は答えた。底無しはそれ自体の内部には、何も自己認識のた

めの原動力である内なる努力［nisus］を持っていなかったのは奇妙なことである。そ

の原動力である意志はその反対から生じるとベーメは主張した。努力と共に相互作用

が底無しを創造された宇宙の何かに変える。［１１］ 

 

 ヤーコプ・ベーメに非常に影響されたのがイギリスの神秘主義者で共産主義者のジ

ェラルド・ウィンスタンリーで、イギリスの大内乱期にディガー派を創設した人物で

あった。布地のビジネスに失敗して農夫の身分に落ちぶれた織物商人の息子のウィン

スタンリーは、１６４９年の初めに理想的な未来の共産主義の世界についての神秘的

な空想を心に描いていた。この空想によると、元々は神のバージョンが宇宙を作り出

した。しかし悪魔そのものの「利己心」の精神が人間の中に入り込み、私有財産と市

場経済をもたらした。利己心の呪いが「特定の利益を生み出し」、売買を行って「これ

は自分のものだ」と言う人々と一緒に私有財産を生み出した。元々の共産主義の終わ

りと私有財産への解体は、普遍的な自由が去り、創造が「隷属状態の下で、悲しみと

涙」をもたらすことを意味した。イギリスでは１０６６年ノルマン人が征服するまで

財産が共同所有であったと、ウィンスタンリーは馬鹿げた主張をした。［１２］ 

 

 しかし間もなく普遍的な「愛」が私有財産を除去して「地上を１つの倉庫にし．．．

すべての男性と女性が１つの家族のメンバーのように．．．生活するようにして、初め

の状態のような共有財産」に地上を復活させると、ウィンスタンリーは宣言した。こ

の共産主義と絶対的な所有の平等は、世界に至福千年を、「新しい天国と新しいこの世」
［１３］をもたらすだろう。 

 

 最初は、ウィンスタンリーは共産主義社会を確立して維持するために、強制力はほ

とんど全く必要ないだろうと信じていた。しかしながら彼は完成した理想郷の図案で、

すべての賃金労働とすべての商業が死の処罰を受けて廃止されなければならないだろ
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うとすぐに認識した。ウィンスタンリーは非常に熱心にこれを彼の計画通りに進めた。

すべての人は共同倉庫に提供し、共同倉庫から取り出すことになり、すべての貨幣の

使用とあらゆる売買に対して死の処罰が科されることになった。怠惰の「罪」はもち

ろん共産主義共同体の利益のために強制労働が科される。このすべてを執り行う死刑

執行人を強調することが、「処罰されることになるすべての扱いは．．．違反者を正しい

互いの愛の法の共同体で．．．生活させるためのみである」というウィンスタンリーの

宣言を、特に恐ろしくする。「愛情」の中での教育は人文科学よりはむしろ役に立つ手

工業を教え、一般の人々によって選ばれた新しい制度を支持するこの世の説教をする

「聖職者」によってと同じく、国家が行う無料で強制的な学校教育によって保証され

ることになった。［１４］ 

 

汎神論の再吸収派としてのヘーゲル 

 

 マルクスが本質的に哲学ではヘーゲル派であったことは、すべての人が知っている

けれども、ヘーゲルがマルクスに与えた正確な影響範囲については余り十分に理解さ

れていない。再吸収神学体系を完全に汎神論化したのがヘーゲルの業績であるという

のは疑わしい。ヘーゲルは最も入念で異常に肥大していたけれども、１８世紀の終わ

りと１９世紀委前半のドイツとイギリスにおける非常に影響力のあるロマン主義運動

を組織した多くの著述家の中の１人でしかなかった。［１５］ヘーゲルはテュービンゲン

大学の神学の学生であり、シェリングス、シラー、ヘルダーリン、及びフィヒテのよ

うな彼の仲間のロマン主義者、友人、同僚は神学の学生として学び始め、多くはテュ

ービンゲン大学の学生であった。［１６］ 

 

 ロマン主義が再吸収派に急変する話は、神が実は人間であったと宣言することであ

った。人間が、あるいはむしろ現人神が宇宙を創造した。しかし自分が神であると認

識できないところに、人間の不完全性や欠陥があった。現人神は自分が神であるとい

う決定的な事実に気付かず、歴史上の生活を始める。彼は疎外され、自分と神は一体

であり、自分が宇宙を創造し、力を維持しているという決定的な知識から切り離され

る。そして歴史は人間が絶対的な知識を獲得するまで、つまり自分が神であるという

認識を完全に行うこの上なく幸福な日まで、現人神に自分の能力を発達させ、潜在能
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力を発揮させ、知識を発展させる。この時点で現人神はついに彼の潜在能力に達し、

限界のない完全な存在になり、それによって歴史を終わらせる。３つの基本的な段階

で歴史の弁証法が再び起こる。創造前の段階、創造後の疎外と共に発展する段階、及

び完全で絶対的な自己知識の段階への最終的な再吸収で、それが頂点であり、歴史的

な過程を終わらせる。 

 

 ではなぜヘーゲルの現人神（ヘーゲルは「世界自身」、あるいは「世界精神［Weltgeist］」

とも呼んだ）は宇宙を創造したのか。善意からではなく、自分自身を世界自身である

と認識するようになる必要性を感じたからである。この成長する意識の過程は世界自

身が自己を客観化することによって、創造活動を通して成し遂げられる。最初にこの

客観化は現人神が自然を創造することによって生じ、そして次に人間の歴史を通して

継続的な自己の客観化によって生じる。文明を建設することにより、人間は自分自身

の神性の知識を増やす。そのようにして歴史を通して、人間は次第に自分自身の「自

己疎外」を終わらせる。それはへーゲルにとって人間の神からの事実上の疎外であっ

た。人間は疎外されていて、世界が自分自身ではないので世界と対立していると感じ

ることが、へーゲルにとっての決定的な教義である。世界は本当に自分自身であると

人間がついに認識するとき、これらすべての対立は最終的に解決される。 

 

 しかしなぜヘーゲルの人間は非常に奇妙で神経過敏で、自分自身ではないすべての

ことを異質であって対立していると見なすのか。その答はヘーゲルの神秘的雰囲気の

核心である。ヘーゲル、あるいはヘーゲルの人間は、神の存在とそれによる完全な空

間、及び境界や制限なしにではなく、自分自身の考えを持つことができない。他の何

かの生き物や物体が存在するのを見ることは、自分自身が完全でもなく神でもないこ

とを含意するだろう。要するに、ヘーゲルの哲学は壮大な宇宙的規模の唯我論的な誇

大妄想狂に等しい。ロバート・Ｃ・タッカー教授はその状況を特徴的な鋭さで説明す

る。 

 

ヘーゲルにとって疎外は有限性の性質であり、有限性の性質が次に隷属状態になる。

明らかに実在する世界の影響力から自己が離反する経験は奴隷化の経験だ．．．物体や

他人に直面するとき、精神は事実上、それ自体が単なる有限の存在であることに気付
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く．．．その程度でそれ以上は拡大しないと。よってその物体が「制限」（Grenze）で

ある。制限はそれ自体が絶対的な存在である、即ち制限のない存在であるという精神

の考えと矛盾するので、制限は必然的に「障壁」や「足かせ」（Schranke）として理

解される．．．物体との明らかな矛盾の中で、精神は制限に拘束されていると感じる。

ヘーゲルが「有限性の悲しみ」と呼ぶものを経験するのだ。 

 

．．．ヘーゲルの非常に独特なその概念の中で、自由は境界のない自己意識を意味する。

制限する物体がないか、あるいは自己がないかのどちらかだ．．． 

 

それ故に歴史における精神の自己知識の成長は、自由の意識の発達として代替的に説

明できる。［１７］ 

 

 ヘーゲルの歴史の弁証法は単に３つの段階を持っていたのではない。歴史は一連の

段階をとおって前進し、それぞれの段階は止揚の過程によって劇的に前進した。世界

を創造する人間が「自己」知識を発達させ、ついに自己知識に無我夢中となって「故

郷」に「帰る」と、人間は純粋な人間ではなく集団的な種としての人間になるのは明

らかだ。しかしヘーゲルにとってそれぞれの進歩の段階は偉大な個人である「世界の

歴史」の人々によって推進され、彼らは他よりも絶対的な属性を体現し、現人神、あ

るいは「世界の魂」の次の「自己知識」への大きな進歩に引き上げる次の止揚のため

の重要な代理人として行為する。 

 

 従って最も愛国的なプロシア人がナポレオン皇帝の征服に暴力的に反応し、ナポレ

オンに対して力を結集していたとき、ヘーゲルはナポレオンを見たことに夢中になっ

て友人に手紙を書いた。「皇帝－この世界の魂」が道路を馬で踏みつけている。たとえ

もし無意識であったとしても、ナポレオンは強力なプロシア国家を存在させるという、

世界の歴史的な任務を追求していた。［１８］歴史を通して世界の魂の無意識な代理人と

して行為する偉大な個人の「理性の巧妙さ」についての考えを、ヘーゲルはアダム・

フーガソン尊師の著作を読み通すことによって手に入れた。出来事は「人間の行為の

結果であるけれども、人間の設計の結果ではない」という尊師の言い回しは、Ｆ・Ａ・

ハイエクとその弟子の考えに非常に影響を与えている。［１９］経済的な領域でも同様に、
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ヘーゲルは分離における疑わしい疎外の苦痛について――つまり専門化と分業につい

て――フーガソン自身から、フリードリヒ・シラーを通して、そしてフーガソンの良

き友人であるアダム・スミスの「国富論［Wealth of Nations］」から学んだ。［２０］ 

 

 マルクスの共産主義の目的は、個人が最終的に集団に完全に吸収される歴史の最終

段階、つまり本当に集団的な人間の「自由」な状態を達成する歴史が終わる状態であ

るが、再吸収派のヘーゲルの良い結合と悪い分離の教義がどのようにその形成を助け

たかを考えるのは容易である。しかし更に特定の影響がある。未発達であるけれども

幸せで統合されたマルクスの初期の共産主義、あるいは原始共産主義の考えと、発達

した資本主義下での強欲な人々と疎外の噴出は、ヘーゲルの歴史の展望によって前も

って示された。ヘーゲルは友人であり師でもあるロマン主義の著述家のフリードリ

ヒ・シラーに従い、恐らく分業の疎外から自由であった古代ギリシャの疑わしい均質

性、調和、及び統一性を、１７９５年に書いた論文で賞賛した。止揚の結果は、商業、

生活水準、及び個人主義の発達につながることだが、素晴らしいギリシャの統一性を

破壊し、根本的に人々をばらばらにもした。ヘーゲルにとって次の必然的な歴史の段

階は、人間と国家を再統合することであった。 

 

 ヘーゲルにとって国家は極めて重要であった。再びマルクスの前兆となることだが、

人間――集団的有機体――が無意識で見通しのきかない運命を克服し、国家によって

「意識的に」運命を管理することが、今や特に重要である。 

 

 ヘーゲルは国家が国家が決定的な機能を果たすためにしつこく主張した。国家は必

要な結束性に強力な支配力を与えるために、総合的な哲学によって、そして確かに偉

大な哲学者によって導かれなければならない。そうでなければプラント教授が説明す

るように「哲学的な理解を欠いたような状態は、単なる恣意的で抑圧的な個人の自由

の押し付けとして現れるだろう」。しかしそれに比べて、ヘーゲルの哲学を備えてヘー

ゲル自身を偉大な指導者とするなら、「この進歩した現代の状態の疎外の観点は消滅し、

押し付けではなく自己意識の発展として考えられるだろう」。［２１］ 

 

 近代の国家は、特に近代のプロシアは、そのような哲学と哲学者を備え、人間の歴
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史と文明の頂点に地上の神として、神の力で指名された立場をとることができた。従

って「近代国家は．．．哲学的に理解されるとき、現代の世界における精神、あるいは

神の最高の表現だと考えられる」。そして国家は「世界における神の活動の最高の現れ

である」。「国家は地上に存在するので神の考えだ」。「国家は世界を通る神の行進であ

る」。「国家は実際に存在していて認識できる道徳的な生活だ」。「国家は神の国の実現

である」。そして最終的に「国家は神の意志である」。［２２］ 

 

 ヘーゲルにとっては、様々な国家の形の中で君主制――現代のプロシアのような―

―が最高である。権威主義的な君主国である神の実体ですべての臣民を覆い隠すこと

によって、すべての臣民を「自由」にすることが（ヘーゲルの意味で）可能であるか

らだ。人々は、この神の実体の取るに足りない小片としてのみでしか「自由」ではな

い。タッカーが書いているように。 

 

ヘーゲルの自由の概念は文字通りの言葉の意味で全体主義である。世界そのものは完

全な存在として自身で経験しなければならず、あるいはヘーゲル自身の言葉で、自由

の意識を達成するために自身を「完全に自己理解」するまで高めなければならない。［２

３］ 

 

 すべての決定論の教義は思慮深く決定論者自身のための逃げ口を提供していて、そ

のために決定論者は決定要素よりも高みに上り、自分の哲学を詳細に説明して仲間を

確信させることができる。ヘーゲルもまた例外ではなかったけれども、彼の逃げ口は

すべての逃げ口の中で明らかに最も壮大であった。すべての世界史上の人物の中で、

この全過程の知識を我々にもたらし、自分自身が完全に人間の、つまり絶対性と人間

のすべてを包含する神性の最終的な理解者になることができた偉大な哲学者自身より

も偉大で、神性と調和することができる、弁証法の次の段階をもたらすために求めら

れる現人神の体現のためである。そして人間と宇宙についての極めて重要な哲学の偉

大な創造者は、深い意味で哲学そのものよりも偉大ではないのか。そしてもし種とし

ての人間が神であるなら、偉大なヘーゲルは重要な意味で神の神ではないのか。［２４］

最終的に幸運と弁証法がそうするであろうように、ヘーゲルはそのうちに世界史上最

も偉大で最も崇高で最も発展した権威主義の国家において、即ち存在するプロシアの
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フリードリヒ ウィルヘルム３世の君主制において、偉大な哲学者として存在を認めら

れた。もし国王が自分の世界史上の使命を受け入れさえすれば、ヘーゲルは国王と腕

を組み合って、絶対的な現人神の自己知識の最終的な頂点への先駆けとなっただろう。

ヘーゲルは国王に助けられて、共に人間の歴史に終わりをもたらしただろう。 

 

 国王に関する限り、フリードリヒ ウィルヘルム３世は神聖な約束された役割を果た

すには余り準備ができていなかった。１８１５年に反動的な力がプロシアで優勢にな

ったとき、プロシアの臣民に国家を崇拝させることを要求し、フランス革命の個人主

義、自由、理性、及び自然権の理想と戦うための公的な哲学者を必要とした。ヘーゲ

ルは１８１８年に偉大な新しいベルリン大学に連れて来られ、権威主義的なプロシア

国家の大学の金字塔の正式な哲学者になった。 

 

 ヘーゲル主義はプロシアとドイツのプロテスタント圏で非常に影響力を持っている

けれども、ヘーゲル主義はまたイギリスのロマン主義と似ていて、ロマン主義の著述

家に影響を与えた。実際にワーズワースのすべての詩の作品は、彼が「高度なロマン

主義の議論」と呼ぶものを説明するために構想され、人間、即ち個人としての人々は

イエス・キリストの再臨で天国に帰るか地獄に追いやられるという正統なキリスト教

の終末論を詳細に説明するミルトンの「高尚」で「偉大」な議論を越えて減殺するた

めに設計された。ワーズワースは歴史が螺旋的に上昇するという自身の汎神論的な見

解をこの「議論」に対抗させ、そこでは種としての人間が必然的に自分の疎外された

宇宙から故郷に帰る。またワーズワースの見解に熱心であったのは、コールリッジ、

シェリー、及びキーツであった。これらすべての人達がキリスト教の異端者で、はっ

きりとキリスト教の神学体系から転校していたことは教訓的である。ワーズワースは

イギリス国教会の聖職者になるための訓練を受けていた。コールリッジは一般信徒の

伝道者で、新プラトン主義とヤーコプ・ベーメの神秘的な研究に夢中になっていた。

シェリーは聖書の研究に没頭していた。 

 

 ついに激情に駆られた保守的な国家統制主義者のイギリスの著述家、トマス・カー

ライルは、１８２５年にヘーゲルの師のフリードリヒ・シラーの伝記を書いてシラー

を賞賛した。そのときからカーライルの影響力のある著述がヘーゲルの空想を満たす
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ことになった。統一性は善で多様性は悪であり不健全である。個人主義と同様に科学

もまた不一致と分割であるとみなされる。自我は自然、他の人々、そして自分自身か

らの疎外であるとカーライルはわめき散らした。しかしある日、カーライルは予言し

た。世界の歴史の形（「偉大な人々」）によって導かれ、大躍進、即ち世界の精神的な

再生が到来し、それを通して人々は完全な「自己消滅（Selbst-todtumg）」によって

友好的な世界である故郷に帰るだろう。［２５］最終的にカーライルは「過去と現在［Past 

and Present］」（１８４３）の中で、自分のひどく非個人主義的な見方を経済的な事

柄にあてはめた。彼は人間の他の人々からの断絶を促進することで「生気のない他の

世界になることと、『現金の支払いが．．．他の人との唯一のつながりになる』社会制度

で生活している他の人類との断絶した」世界につながるために、利己主義、物質に対

する貪欲さ、及び自由放任主義を非難した。この悪い「現金のつながり」とは対照的

に、自然と仲間との家族の関係、「愛情」の関係が広まる。［２６］ 

 

地上の神の国としての共産主義：ヨアヒムからミュンツァーへ 

 

 これまでは、マルクスの宗教上の終末論的な共産主義の極めて重要な先駆けとして、

再吸収派の神学体系を扱ってきた。しかしマルクスの終末論的な見方に、時には最初

に組み入れられて融合した、別の重要な構成要素がある。共産主義の地上の神の国を

確立する救世主の再臨した後の千年、あるいは至福千年説である。 

 

 キリスト教は歴史の至る所で至福千年の、即ち神による千年間のこの世の統治の問

題に直面してきた。特に聖書のダニエル書とヨハネの黙示録のような理解しにくい部

分では、最後の審判の日と人間の歴史の終わりの日よりも前に、至福千年の地上の神

の国が存在するかのように示唆している。正統なキリスト教の方向は、５世紀初めに

偉大な聖アウグスティヌスによって定められ、これまでずっと主流派のキリスト教会、

即ちローマ・カトリックとルター派によって受け入れられていて、カルビンと少なく

ともカルビン派の教会のオランダ派によってほぼ間違いなく受け入れられている。そ

の正統の方向では、至福千年の地上の神の国は完全にキリスト教会の比喩であり、精

神的な意味でのみ地上を統治する。神の国の具体的な実現は、審判の日になって初め

てやって来るだろう。そして神の国は天国だけに制限される。正統のキリスト教徒は
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常に、地上の神の国を文字通り理解すること、即ち後の正統なキリスト教の理論家の

エリック・フェーゲリンが「終末を内在化すること」――終末を地上にもたらすこと

――と呼んだものは、大きな社会問題を作り出しがちである。まず第１に、地上の神

の国が出現する方法の大多数の解釈はこの世の終わりの日の形である。地上の神の国

は強力なハルマゲドンによって進められることになる。悪に対する善の大戦争が起こ

り、必然的ではあるが最終的に善が勝利を収める。終末論の１つの根拠は、地上の神

の国に関するすべての理論家が直面する根本的な問題だ。地上の神の国は定義により

聖者、即ち完全な人々からなる。しかしもしこれが本当なら、ああ、そこにいる多数

の罪人の大多数には何が起こるのか。地上の神の国を確立するためには、聖者の社会

のために地上を清める何らかの種類の強力なこの世の終わりの日のような罪人の除去

がないといけない。「至福千年前」と「至福千年後」のこの世の終わりの日の違いは、

この務めを異なる方法で成し遂げる。至福千年前の信者は、イエス・キリストの再臨

がこの世の神の国より先に起こり、キリストが聖者の集団と共に彼の右手で神の国を

治め、神の力とけだもの及び反キリスト教の力の間の、神によって定められたハルマ

ゲドンによって除去を成し遂げることを信じている。キリストの再臨の前提条件とし

て地上の神の国を確立しなければならないと信じる至福千年後の信者は、自分自身の

手で直接に問題をとらえて、自分自身のために大いなる除去を成し遂げなければなら

ない。 

 

 従って、地上の神の国について心配になる１つの観点は、多くの罪人の除去の準備

である。２番目の問題は、地上の神の国がどのようなものになるかだ。想像している

かもしれないように、地上の神の国の理論家はその完全な社会の姿については極端に

曖昧であるけれども、１つのやっかいな姿は、我々が地上の神の国の統治を完全に知

る限りにおいて、それはほとんど常に労働、私有財産、あるいは分業のない共産主義

社会として描写される。要するに、プロレタリア階級の指導者の集団ではなく、神政

の聖人の集団によって統治されることを除けば、マルクスの共産主義のユートピアの

ような何かである。 

 

 どんな共産主義制度も生産の問題に直面する。共同倉庫のために生産する動機を誰

が持つだろうか。そしてこの労働とその生産物はどのようにして割り当てられるだろ
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うか。最初の、そして最も大きな影響力のある共産主義のキリスト教の異教徒は、１

２世紀終わりのカラブリア［訳注：イタリアの州］の大修道院長で世捨て人のフィオ

ーレのヨアヒムで、歴史には正統なキリスト教徒が信じているような２つの時代（キ

リスト以前とキリスト以後）ではなく、キリストが予言者として生まれる３つ目の時

代のあることが運命付けられているという見解を採用した。キリスト以前の時代は神

の時代で、旧約聖書の時代である。キリストの時代は神の子の時代で、新約聖書の時

代だ。そして今はこの世の終わりの日の神聖な精神の時代に到達していて、純粋な愛

と自由の時代である次の半世紀の先駆けとなり、次の時代で歴史は終わりを迎える。

教会、聖書、及び国家は一掃され、人間は労働や財産のない自由な共産主義共同体で

暮らすだろう。 

 

 ヨアヒムは共産主義下での生産と分配の問題を、どの共産主義の後継者よりも非常

に手際よく効果的に無しで済ませた。３番目の時代では、人間の肉体的な身体は消滅

し、人間は純粋な精神になり、審判の日まで千年もの間、神への賛美を唱えて神秘的

な歓喜の日々を自由に過ごすだろう。肉体的な身体がないので、生産する必要性はも

ちろんほとんどない。［２７］ヨアヒムにとっては、この純粋な精神の国への道が高度に

精神的な修道士によって伝えられ、ヨハネの黙示録で予言されたようにユダヤ教徒を

キリスト教に改宗させた最高位の師によって導かれて、彼らの中から１２人の開祖が

現れる。燃え上がるような３年半で、反キリスト教のこの世の王がキリスト教会を壊

して破壊し、頽廃させるだろう。その後に反キリスト教の王は新しい修道士の集団に

よって倒され、彼らがすぐに精神の至福千年の時代を確立するだろう。１３世紀の前

半に出現し、物質的な貧困の対応に専念することになったフランシスコ修道会の集団

の最も厳格な派が、自分を来たるべきヨアヒムのグループだと考えたはずだ。 

 

 同じ時期にパリ大学のアマルリックの神学のグループが率いたアマルリック派はヨ

アヒムの３つの時代の教義を実行し、興味深い歪みを付け加えた。それぞれの時代は

独自の顕現を経験すると主張する。旧約聖書の時代には、神の顕現はアブラハムと他

の数人の父祖に現れた。新約聖書の時代の顕現はもちろんイエス・キリストである。

そして今、神聖な精神の夜明けの時代には、顕現は様々な人類自身に現れるだろう。

予想されているであろうように、アマルリック・グループは自身を神聖な精神の顕現
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であり、生きている神であると宣言した。人々の中で彼らが常に神に選ばれた者であ

るままではないだろう。それどころか、彼らは人類をその普遍的な顕現に導く先駆者

になる運命にあった。 

 

 次の世紀の間に、自由精神のブレザレンとして知られたグループの集まりが、北ヨ

ーロッパの至る所で、このたくらみに別の重要な要素を追加した。神秘的な「神への

再吸収」の弁証法である。しかしその仲間は自分自身の最もエリート主義の歪みを加

えた。すべての人々の再吸収は歴史の終わりを待たなければならないけれども、大多

数の「汚れた精神」はその間に個人の死に直面しなければならず、栄光に満ちた少数

者である「繊細な精神」は再吸収されうるし、再吸収されることになり、生涯、現人

神になった。この少数者はもちろんブレザレン自身の仲間で、修行や自己の苦悩、及

び先見のおかげで完全な神になり、キリスト自身よりも更に完全で神のようになった。

その上に、ひとたびこの神秘的な結合に到達すると、それは永続的で永遠になる。こ

れらの新しい神々は自分自身を神自身よりも偉大だとしばしば主張した。 

 

 地上で現人神になることは、その通った跡に多くの良いものをもたらした。まず第

１に、直接に極端な形の無律法主義の異端説につながった。つまりもし人々が神であ

るなら罪を犯すことは不可能である。何にせよ彼らが行うことは必然的に道徳的で完

全なのだ。不倫から殺人まで普通は罪であると考えられるどんな行為も、現人神が行

うときは完全に合法になる。確かに自由な精神は他の無律法主義者と同様に、想像で

きるあらゆる方法の罪を犯すことによって、罪からの自由を表現して誇示する気にな

った。 

 

 しかし落とし穴もあった。自由な精神の賞賛者の中では少数の指導的な達人だけが

「現人神」であった。神になるために努力する一般のメンバーが犯してはいけない罪

がたった１つだけあった。師に反抗することだ。それぞれの信奉者は特定の現人神に

絶対に服従するという誓いによって結ばれていた。例えば、ライン川の長さの大部分

を誇張した指導的な自由精神のカルト教団のバーゼルのニコラスの例をとりあげよう。

ニコラスは新しいキリストであると主張して、すべての人の唯一の救済の道はニコラ

ス自身に対して絶対的で完全に服従する行為をすることだと考えた。この完全な忠誠
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の代わりに、ニコラスは弟子にすべての罪からの自由を認めた。 

 

 カルト教団の外部の残りの人間はといえば、彼らは単なる召還されない罪深い人間

であり、神の選民によって使われて搾取されるためにのみ存在した。この完全な支配

の救済の教えは１４世紀の多くの自由精神のカルト教団と密接に関連して進んだ。私

有財産の慣習に対する共産主義の襲撃である。しかしながらある意味では、この哲学

上の共産主義は単に、自由精神が自分で宣言した自由に盗みを犯す権利をごまかす、

見え透いた覆いでしかなかった。要するに自由精神の達人は、神の選民ではない人々

のすべての財産を正当に自分自身のものとみなした。ストラスブールの司教が１３１

７年にこの教義を要約したように。「彼らはすべてのものを共有であると信じていて、

それで盗みは彼らにとって合法であると結論付ける」。あるいは自由精神の達人でエア

フルトから来たハートマンが説明したように。「本当に自由な人間はすべての生き物の

王と貴族だ。すべての物は彼に属し、自分を楽しませる物は何でも使う権利を持って

いる。誰かが彼を妨げようとすると、自由な人間は彼を殺して財を取り上げるだろう」。
［２８］自由精神のブレザレンについての有名な言葉の言い回しの１つは「目に見えて欲

しいと思う物には何でも手を伸ばす」だ。 

 

 続く１５世紀に地上の神の国を起こす最初の試みが行われた。全体主義的な神政共

産主義の最初の短い実験であった。この試みはタボル派の左翼、あるいは極左の中で

始められ、それは次に１５世紀初めのチェコ・ボヘミアでの革命的なフス派の運動の

急進派を構成した。ジャン・ハズによって率いられたフス派の運動はプロテスタント

以前の革命の形で、宗教（フス派対カトリック）、国籍（一般のチェコ人対上流階級と

上流聖職者のドイツ人）、及び階級（都市のギルドで連合した職人が貴族から政治力を

手に入れようとした）の混合した闘争であった。以前の共産主義的な地上の神の国を

作る運動に基づいて、特に自由精神のブレザレンに基づいて、超タボル派はかなり熱

狂して１つの要素を追加した。絶滅させる義務である。この世の終わりの日がやって

来るので、神の選民はすべての罪人を絶滅させることによって罪を根絶し始めなけれ

ばならない。すべての罪人は少なくとも超タボル派ではないすべての人を意味する。

すべての罪人はキリストの敵であるので「キリストの敵の血を流す剣を与えない呪わ

れた人々である。すべての信者はその血で手を洗わなければならない」。この破滅的な
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状態はもちろん知的な根絶を止めることにはならなかった。タボル派は教会と修道院

を略奪するときに、書庫を破壊し本を燃やして楽しんだ。「すべての所有物は神の敵か

ら取り上げられなければならず、燃やされるか、そうでなければ殺されなければなら

ない」からだ。その上に、神の選民は本を持つ必要がない。地上の神の国が到来した

とき、「誰かが他の人を教える必要」はもはやないであろう。本や聖書も必要なく、こ

の世のすべての学問的知識は滅びるだろう」。そして疑いを持つすべての人々もまた。 

 

 超タボル派はまた再吸収神学体系を組み入れた。昔の疑わしいチェコ共産主義の状

態に復帰することだ。そこは私有財産を持つ罪のない社会である。この階級のない社

会に復帰するためには、悪名高い贅沢と貪欲さの中心である都市を絶滅しなければな

らないとタボル派は決意した。そしてひとたびボヘミアに共産主義の地上の神の国が

設立されると、神の選民はそれに基づいて前進し、残りの世界にそのような共産主義

を課さなければならない。 

 

 タボル派はまた、彼らの共産主義の理想を堅実にするために別の構成要素を加えた。

財産の共産主義に加えて、女性もまた共同所有されるだろう。タボル派の牧師は次の

ように説教した。「妻を含むすべての物が共有されるだろう。自由な神の息子と娘がい

て、２人の結び付き――夫と妻の――としての結婚はなくなるだろう」。 

 

 １４１９年にフス戦争が勃発し、同じ年にタボル派はドイツ国境近くのボヘミア北

部にあるウスチの町に集まった。彼らはウスチを「タボル」と名前を変えた。つまり、

キリストが再臨を予言したオリーブの山が天国にまで上っていて、そこでキリストが

再び現れると思われた。急進的なタボル派はタボルで共産主義の実験に携わり、すべ

ての物を共同で所有し、「私有財産を持つ者は誰でも道徳的な罪を犯す」という問題に

専念した。すべての女性は彼らの教義に忠実に共同で所有され、夫と妻が一緒にいる

のを１度でも見られたら、彼らは死ぬまでむち打たれるか、そうでなければ処刑され

た。特徴的なことに、タボル派は共同倉庫から消費する無制限の権利に非常に没頭し

ていたので、働くことを免除されていると感じた。共同倉庫はすぐに空になり、そし

て何が起きたか。もちろん急進的なタボル派は、自分たちの窮乏が神の選民ではない

者の財産権を自分たちに与えると主張し、他の人々から自由に盗みを繰り返した。穏
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健なタボル派の長老会が訴えたように、「多くの共同体は自分たちの手で働くことによ

って自分たち自身の生計を稼ぐことを決して考えず、他の人々の財産で生活し、盗み

のための不正な活動に着手するのを厭わなかった」。その上に、カトリックの貴族に支

払っていた封建地代の廃止に喜んでいたタボル派の小作農は、急進的な体制がたった

半年後に同じ封建地代と保証金を再び課すことが分かった。 

 

 ウスチ（タボル）において穏健な仲間と小作農の評判を悪くした急進的な共産主義

体制は間もなく崩壊した。しかし彼らの考えはボヘミアのアダム派として知られる宗

派によって即座に採用された。アダム派は前世紀の自由精神のように、自分たちが未

だに生きているのにキリストは死んだので、自分自身をキリストよりも優越した現人

神であると主張した（少し近視眼的であっても申し分のない論理）。「アダム・モーゼ」

と呼ばれた小作農の指導者に率いられたアダム派にとって、すべての財は厳密に共同

で所有され、結婚は極悪な罪であると考えられた。要するに、貞淑な人は救世主の国

に入るに値しなかったので、乱交が強制された。どの男もどの女でも自由に選ぶこと

ができ、それに従わなければならなかっただろう。もう一方で、乱交は全く同時に厳

しく強制的に制限された。性交は指導者のアダム・モーゼの許可がないと行えなかっ

たからだ。アダム派は特定の歪みを加えた。彼らは最初のアダムとイブを真似て、大

部分の時間を裸で歩き回った。 

 

 他の急進的なタボル派のように、アダム派は剣を振るって、彼らの好んだイメージ

では血が馬の頭の高さにまで世界中にあふれるまで、世界中の信者ではないすべての

者を絶滅させることを神聖な任務であるとみなした。アダム派は神の草刈り鎌で、罪

深い人々を殺して根絶するために送り出された。 

 

 フスの軍事指揮官のジャン・ジシュカに追われて、アダム派はナザルカ川の島に逃

れ、そこから最善を尽くすことを試み、強制的な共産主義と神の選民ではない者の根

絶という２つの約束を果たすために、相対的に少人数であったにもかかわらずゲリラ

隊の襲撃命令が出された。彼らが手を出せるすべてのものを盗むためと、犠牲者を絶

滅させるために、彼らは夜に本土を急襲した――急襲することを彼らは「聖戦」と呼

んだ。彼らは教義の通りに、見付けることができたすべての男、女、そして子供を殺
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した。 

 

 ついに１４２１年１０月に、ジシュカは４万人の熟練兵の部隊を送ってアダム派の

島を包囲し、すぐに最後に残ったすべてのアダム派の共同体を制圧して皆殺しにした。

もう１つの地獄のような地上の神の国が斬り殺された。 

 

 次に１４３４年のリパンの戦いで、穏健なタボル派の軍がフスによって粉砕され、

その時からタボル派は衰退して地下に潜伏した。しかしタボル派と至福千年主義者の

理想は、チェコ人の中だけではなく、バイエルンとボヘミアと接している他のドイツ

の地域においても、ひょっこりと現れ続けた。 

 

 マルチン・ルターは地獄の扉を開けさえしたのに、激烈さを緩めたと時折感じたに

違いない。ルターが宗教改革を始めた少し後に再洗礼主義の宗派が現れ、ドイツの至

る所に広まった。再洗礼主義者は自分たちが神の選民であり、選民の印は感情的で神

秘的な経験、つまり「再生」する過程、るいは聖霊に洗礼を施されることであると信

じていた。再洗礼主義の神の選民のグループは自分たちが堕落した罪深い社会にいて、

取るべき道が２つある事に気付いた。１つは自発的な再洗礼主義であり、アマン派や

メノ派のように再洗礼主義者が罪深い国家と社会からできるだけ離れるように努力し、

実質的な無政府主義者になることである。もう１つは神政の再洗礼主義であり、国家

で権力を握ることを求めて、極端な強制によって社会を形成することである。モンシ

ニョール・ノックスが指摘しているように、この超神政的アプローチは、ジェノバに

おいてカルビンによって強いられた種類の、あるいは１７世紀の北アメリカでカルビ

ン派のピューリタンによって強いられた種類の神政（最近まで神律――神の法による

支配――と呼ばれた）とは区別されなければならない。ノックスの専門用語では、ル

ターとカルビンは絶え間なく個人的な神の啓示を受けて「予言者」になることを妨げ

なかった。彼らは単なる「専門家」であり、聖書を解釈し聖書の法を人間に適用する

学問的な専門家であった。［２９］しかし強制的な再洗礼主義者は神秘的な啓蒙と啓示を

主張して、絶対的な権力を行使する権利がある人々によって導かれた。 

 

 １５２０年にトマス・ミュンツァーによって始められてから、１５年後のミュンス
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ターの都市の壊滅によって終わった、暴風のような力でドイツとオランダに広まった

神政の再洗礼主義の波は「ミュンツァー・ミュンスター時代」と呼ばれるだろう。ラ

イプチヒとフランクフルトのミュンスターにある大学の学識のある若い神学者と卒業

生は、ツヴィッカウの都市ででルター派の牧師になるよう、ルターによって選ばれた。

しかしながらツヴィッカウはボヘミアの国境に近く、ミュンツァーはボヘミアに住ん

でいた織工で熟達したニクラス・シュトルヒによって以前のタボル派の教義に転向さ

せられた。特に、絶え間ない個人的な神の啓示をカルト教団の予言に。そして神の選

民が権力を握って野蛮な武力によって神政の共産主義社会を強いる必要性に。それに

加えて女が共同所有されることになった。結婚は禁止され、それぞれの男はどの女で

も自由に手に入れられることになった。 

 

 トマス・ミュンツァーは今や神に選ばれた予言者であると主張され、神の選民によ

る罪人との流血の戦いを遂行し罪人を根絶する運命にあった。ミュンツァーは「生き

ているキリスト」が永久に自分自身の魂の中に入っていると主張した。彼はそれによ

って完全な神の意志の洞察を得て、自分自身が神の使命を達成するために特別な資格

を与えられたと主張した。彼は自分自身が「神になる」とさえ話した。ミュンツァー

は今や学びの世界を卒業して、行動の世界のための準備ができていた。 

 

 ミュンツァーは数年間、ドイツの中心部をあてもなく歩き回り、熟達者を得て暴動

を鼓舞したけれども即座に鎮圧された。ミュンツァーはアルシュテットの小さなチュ

ーリンゲンの町で大臣の地位を手に入れ、その土地の言葉で説教し、大多数の無学の

鉱夫を批判することに続いて、幅広い人気を得た。彼は「神の選民同盟」と呼ばれる

革命組織を鉱夫らの中に築いた。ミュンツァーの経歴の転換点は１５２４年にやって

来た。ザクセンの選挙人でルター派の兄弟であるジョン侯爵が町に来て、ミュンツァ

ーに説教をするよう求めた。ミュンツァーはその機会を逃さず、意見を率直に述べた。

サクソン人の公爵らは神か悪魔のどちらかの召使いとしての立場をとらなければなら

ない。もし公爵らが前者の立場をとるなら、特に聖職者、修道士、及び神を信じない

支配者を含むすべての「神を信じない者」と「悪事を行う者」を「絶滅させる」ため

に「剣で攻撃」しなければならない。もしサクソン人の公爵らがこの任務に失敗した

ら「剣は彼らから取り上げられるだろう。．．．もし彼らが［公爵らが］抵抗するなら容



26 

 

赦なく虐殺しよう」と、ミュンツァーは警告した。ミュンツァーによって指導され公

爵らによって行われたそのような根絶は、神の選民による千年支配の到来の先駆けと

なるだろう。 

 

 この燃えるような最後通牒に対するジョン侯爵の反応は驚くべきことに無感動であ

ったけれども、ミュンツァーは危険になっているとルターによって繰り返して警告さ

れ、侯爵はついにミュンツァーの主張が選挙人によって判断されるまで、どんな挑発

的な説教も控えるように命じた。 

 

 サクソン人の公爵らによるこの反応は大人しかったけれども、ミュンツァーを最終

的な革命の道へ進めるには十分であった。多くの貧しい人々が革命のために立ち上が

るのは今だ。神の選民である貧しい人々は強制的で平等主義的な共産主義を確立する

だろう。そこではすべての物がすべての人によって共有され、すべての人はすべての

点で平等であり、それぞれの人は必要に応じて受け取るだろう。しかしまだそうでは

ない。貧しい人々でさえ、最初に世俗的な欲と軽薄な楽しみを終わらせなければなら

ず、新しい「神の召使い」の指導を認識しなければならない。神の召使いは「イライ

ジャの精神で前に立ち．．．物事を始めなければならない」。ルターが思っているのが誰

であるかを推測するのは難しくなかった。 

 

 ミュンツァーはアルシュテットが住むのに適していないと考え、チューリンゲンの

ミュールハウゼンという都市に移り、政治的な混乱の中で居心地のよい故郷を見付け

た。１５２５年２月に、ミュンツァーの霊感の下で革命グループがミュールハウゼン

を占領し、ミュンツァーと仲間はその都市に共産主義体制を強制し始めた。 

 

 ミュールハウゼンの修道院は占領され、すべての財産が共有であるとみなされた。

現代の観察者が記すように、結果としてその体制は「人々に非常に影響を与えたので

誰も働くことを望まなかった」。タボル派の下におけるように、実際には共産主義と愛

情の体制はすぐに盗みのための口実として普及した。 

 

誰かが食べ物や衣服を必要としたら金持ちの所に行き、キリストの名において要求し
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た。キリストがすべての人は必要とする物を分け与えるべきだと命じたからだ。そし

て進んで与えられなかった物は暴力を使って奪われた。多くの人々がこのように行為

した．．．トマス［ミュンツァー］はこの追い剥ぎを始め、日々増やしていった。［３０］ 

 

 この時点で大きな農民戦争がドイツの至る所で勃発した。それは地方自治に賛成し、

新しい中央集権化とドイツの公爵らによる高い税の支配に反対する農民による反乱で

あった。わずかに武装した農民を粉砕する途中で公爵らは５月１５日にミュールハウ

ゼンに到着し、農民がミュンツァーと直接の家来を引き渡すなら恩赦を与えると誘い

をかけた。農民は誘惑されたけれども、ミュンツァーはむき出しの剣を高く掲げ、神

は個人的に自分に勝利を約束したと宣言して最後の演説を行った。自分はすべての敵

の砲弾をマントの袖で捕らえるだろう。そして神が我々皆を保護するだろう。ミュン

ツァーの演説が最高潮になった瞬間に天上に虹がかかった。ミュンツァーは虹を彼の

運動の象徴として採用していたので、騙されやすい農民はもちろんこの出来事を天国

からの本当のお告げであると解釈した。残念ながらこのお告げは働かず、公爵らの軍

は農民を粉砕し、たった６人の犠牲者を出しただけで５千人を殺害した。ミュンツァ

ー自身は避難して逃げたけれども、その後すぐに捕らえられ、拷問にかけられて自白

したので適切に処刑された。 

 

地上の神の国としての共産主義：ミュンスターの占領 

 

 トマス・ミュンツァーと彼のお告げはあっさりと片付けられ、彼の身体は墓土に返

ったであろうけれども、彼の魂は進展し続けた。彼の目標は間もなくミュンツァーの

弟子で製本業者のハンス・ハットによって採り上げられた。自分はキリストが１５２

８年の聖霊降誕祭に地上に復活することと、自分と再び洗礼を施された仲間の聖人に

正義を守らせる力を与えることを伝えるために、神が送り込んだ予言者であるとハッ

トは主張した。そして聖人は「両刃の剣」を手に取り、聖職者、牧師、王、及び貴族

に対して神の復讐を行うだろう。それからハットとその仲間は、世界の首都として期

待されるミュールハウゼンで、地上におけるハンス・ハットの支配を確立するだろう。

そしてハットとその仲間によって援助されたキリストが、共産主義と自由恋愛の至福

千年を確立するだろう。ハットは１５２７年に捕らえられ（残念ながらキリストが復
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活する機会を得る前に）、アウクスブルクで投獄され、伝えられるところでは脱獄しよ

うとして殺された。１～２年の間、ハットの仲間はドイツの南部の至る所でひょっこ

り現れ、武力によって共産主義の神の国を設立するぞと言って脅した。しかしながら

１５３０年に、彼らは警報を発した当局によって粉砕されて鎮圧された。ミュンツァ

ーのようなタイプの再洗礼主義は今やドイツの北西部に移動した。 

 

 ドイツの北西部には多くの小さな教会の州が点在していて、聖職者として叙任され

ていない世俗的な貴族の公爵である公爵司教によって治められていた。州を支配する

聖職者は自分自身を課税から免除し、残りの全住民に重税を課した。それぞれの州の

首都は次第に手工業をカルテル化し、自治の程度のために州の聖職者と戦ったギルド

の少数独裁者によって治められるようになった。 

 

 ドイツ北西部にあるこれらの聖職者の州の中で最大であったのはミュンスターの管

轄区で、首都のミュンスターの人口は数万人で、町のギルドによって治められていた。

農民戦争の間とその後にギルドと聖職者は戦って後退したが、１５３２年に人々に支

持されたギルドは町を取り戻し、すぐにミュンスターを公式にルター派の都市として

認めることをカトリックの司教に強いた。 

 

 しかしながらミュンスターはずっとルター派のままである運命にはなかった。北西

部中から再洗礼派の気が狂った群衆が新エルサレムの始まりを求めて、ミュンスター

の都市に流れ込んだ。非常に教養のある都市の鍛冶屋の息子で、雄弁で人気のある若

い聖職者のベルント・ロスマンが再洗礼派に転向ので、再洗礼派は徐々に増加した。

元々カトリックの聖職者であったロスマンはミュンスターでルター及びルター派の教

会の長と友達になった。しかし彼は今では、伝えられるところではすべての物が共有

であり自分の物も他人の物もなく、それぞれの人は「必要」に応じて受け取った原始

的なキリスト教の教会に存在した共産主義の理想を雄弁に説く。ロスマンの評判が広

まって、主に貧しい人、根無し草の人、絶望てきなほど借金だらけの人ら数千人がミ

ュンスターに引き寄せられた。 

 

 しかしながらミュンスターの再洗礼派の群衆の指導者はロスマンではなく、オラン
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ダのハールレムから来たパン屋のジャン・マティスになることが運命付けられていた。

１５３４年の初めに、マティスはできるだけすべての人がマティスの運動に参加して

再洗礼を受けるよう、宣教師、あるいは「使徒」を派遣し、使徒らは大いなる熱狂と

ともにミュンスターに迎え入れられた。以前の多くの人々と住民の大多数に従って、

ロスマンさえもが再洗礼を受けた。マティスの運動の指導者は間もなく到着した。ジ

ャン・ボッケソン（ライデンのジャン）という名前の２５歳の若いオランダ人だ。ボ

ッケソンはすぐにミュンスターのギルドの指導者で裕福な織物商人のベルント・クニ

ッパドリンクの娘と結婚し、２人の男が町を支配するためにうまくいく反乱を指導し

て、この世の終わりの日の熱狂を導いた。２人の指導者は町の外に使いを送り、すべ

ての信奉者にミュンスターに来るよう促した。残りの世界は１～２カ月で破壊される

だろうと彼らは宣言した。ミュンスターだけが救済され、新しいエルサレムになるだ

ろう。オランダ北部のフリースラントのような遠くから数千人が押し寄せた。結果と

して再洗礼派は都市に絶対的な支配を強いることができ、ボッケソンに助けられた新

任のマティスがミュンスターの実質的な独裁者になった。ついに再洗礼派が現実の都

市生活を手に入れた。当時の歴史上最大の共産主義の実験が今始まった。 

 

 この新しい共産主義的神権政治で最初に大事にされた計画は、もちろん世界の至る

所での最終的な根絶の前触れとして、邪悪な者と不信心者を新しいエルサレムから除

去することであった。従ってマティスは残りすべてのカトリックとルター派の処刑を

求めたけれども、わずかながら政治的に抜け目のないクニッパドリンクは、そのよう

な即時の大量虐殺が残りの世界の復讐をもたらすだろうと警告した。そのためマティ

スは次善の策を行い、２月２７日の大吹雪の最中にカトリックとルター派は都市から

追い出された。１９７０年代の共産主義のカンボジアの行為を前もって示すかのよう

に、老人、病人、赤ん坊、及び妊婦を含むすべての非再洗礼派の人々は吹雪の中に追

い出され、お金、財産、食料、及び衣服を残して去ることを強いられた。残ったカト

リックとルター派は強制的に再洗礼され、拒む者はすべて殺された。非再洗礼派の大

量追放は、司教がミュンスターに長期間の軍事包囲攻撃を翌日に始めるのに十分な理

由になった。 

 

 包囲攻撃のために召集された都市のすべての人と一緒に、ジャン・マティスは全体
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主義的な共産主義社会革命に着手した。第１段階は強制退去させた人々の財産を没収

することであった。世俗的なすべての財は中央の貯蔵所に置かれ、貧しい人々は「必

要に応じて」取ることが奨励された。「必要性」はマティスが選んだ７人の任命された

執事によって解釈されることになった。鍛冶屋がこれらの強制された基準に抵抗した

とき、特にオランダの外国人グループが苛立たしげに抵抗したとき、マティスは勇気

のある鍛冶屋を逮捕した。マティスは証言させるために町の全住民を呼び出し、自分

自身で「神を信じない」鍛冶屋を刺し、そして撃ち殺した。そして自分の処理に抵抗

した一部の主要な住民を投獄した。群衆はこの公開処刑によって利益を得ることを戒

められ、殺人を祝して従順に賛美歌を歌った。 

 

 再洗礼派の統治の恐ろしさの決定的な点は、すべての貨幣の私的所有を廃止すると

いう決定であり、再びカンボジアでのクメール・ルージュの統治を前もって示してい

る。貨幣がないので何の財も買うことができず、住民は奴隷のようになり、権力者エ

リートからの施し物や配給に依存するようになった。それに応じてマティス、ロスマ

ン、及び他の者は、貨幣を私的に所有することはキリストの教えに反していて、すべ

ての貨幣は「共同」で所有されるべきであるという宣伝活動を始めた。それは実際に

はすべての貨幣が何にせよマティスと彼が支配する派閥に手渡されなければならない

ことを意味した。自分の貨幣を持っていたり隠したりした一部の再洗礼派は逮捕され、

脅されてひざまずいてマティスに許しを請うたので、慈悲深いことに彼らは許された。 

 

 服従しない人々に対する恐怖と結び付いた絶え間ない２カ月間の宣伝の後に、ミュ

ンスターでは貨幣の私的所有が効果的に廃止された。政府がすべての貨幣を手に入れ、

世界の外から財を買うためや労働者を雇うために使われた。賃金は唯一の雇い主であ

る神権政治の再洗礼派国家によって現物で分け与えられた。 

 

 食料は私的な家から没収され、政府の執事の意志に従って割り当てられた。また大

多数の移民を収容するために、すべての私的な家は事実上共有化され、すべての人は

どこにでも宿泊することを許された。扉に鍵をかけるのはもちろん、扉を閉じること

が今では違法になった。強制的な共同食堂が設立され、人々はそこで一緒に食事をし

て旧約聖書からの読み物を読んだ。 
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 強制的な共産主義と恐怖政治は共同体とキリストの「愛」の名の下に実行された。

この共産主義化は平等主義的共産主義に向かう最初の大きな段階であったと考えられ

た。ロスマンは次のように説明した。「すべての物が共有されることになり、私有財産

になる物は何もなく、だれもこれ以上に働くこともないけれども、単に神を信じるだ

けだ」。どういうわけか仕事のない部分には決して到達しないように思えた。 

 

 マティス政権によって他の再洗礼派の共同体に送られた小冊子では、恐怖によるキ

リストの愛の新しい秩序が賞賛されていた。 

 

我々はすべての所有物を執事の管理下で共同管理にし、必要に応じてそれで生活して

いるだけではない。我々は全身全霊をかけてキリストを通して神を賛美し、すべての

種類のサービスで互いに助け合うことに熱心である。 

 

そしてそれに応じて、売買やお金のために働くこと、利益を得ることと高利貸しをす

ること．．．あるいは貧しい人の仕事で飲み食いすること．．．のような利己主義と私有

財産のために役立つすべての物事は．．．そして確かに愛に反するすべての物事は－そ

のようなすべての事は愛と共同体の力によって、我々の中では廃止されている。 

 

 しかしながら１５３４年の３月の終わりに、マティスの思い上がった傲慢さが彼を

倒した。イースターの時に、神が司教の包囲攻撃を解除して町を解放するよう命じた

とマティスと数人の信者は確信して、急いで包囲軍のいる門から外にでたところ、す

ぐさま文字通り粉々に切り刻まれた。 

 

 マティスの死後、ミュンスターは若いボッケソンの手に残された。そしてもしマテ

ィスがミュンスターの人々に鞭で暴行を加えていたら、ボッケソンはサソリ鞭で体罰

を与えていただろう。彼は師を嘆き悲しまず時間をほとんど無駄にしなかった。彼は

信者に説教した。「進むことがあなたにより強力なもう１人の予言者を与えるだろう」。

どのようにしてこの若い熱狂者は師を越えることができたのか。５月の初めに、ボッ

ケソンは熱狂して街路を裸で走り抜けることで注目を受け、そして３日間恍惚状態に

陥った。彼が３日目に起き上がったとき、神が自分に啓示したとして新しい統治を全
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住民に伝えた。ボッケソンは神と一緒に都市の古い会議事務所とバーガーマスターを

廃止し、自分自身を長とする１２人の長老からなる支配者の議会を導入した。長老は

ミュンスターのすべての住民の生死、及び財産と精神に対する完全な権力を与えられ

た。古いギルドは廃止され、厳格な強制労働制度が課された。軍隊に召集されなかっ

たすべての職人は、今では貨幣報酬なしで共同体のために働く公共の雇われ人になっ

た。 

 

 今やミュンスターの全体主義は完全であった。死が実質的にすべての自主的な行為

の処罰になった。殺人、盗み、嘘、強欲、及び口論のような大罪には死に値する処罰

が布告された。死はまた、考えられるすべての種類の不服従に対して命じられた。両

親に対する若者の、夫に対する妻の、そしてもちろん選ばれたこの世の神の代理人で

あるミュンスター政府に対しては誰でも。布告を執行するためにベルント・クニッパ

ドリンクが最高位の死刑執行人として指名された。 

 

 以前のまま触れられずに残った唯一の生活の観点は性交で、この欠陥が今修正され

た。そのときボッケソン政権によって許されていた唯一の性的関係は２人の再洗礼派

が結婚することであった。「神を信じない」者との結婚を含む他のどんな形の性交も死

に値する犯罪であった。しかし間もなくボッケソンはむしろ保守的な信条に向かって

進み、ミュンスターで強制的な複婚制を施行することに決めた。多くの強制退去者が

妻と娘をミュンスターに残したので、ミュンスターには男に比べて３倍の結婚適齢期

の女がいた。そのために複婚制が技術的に実行可能になっていた。ボッケソンはイス

ラエルの族長らの中で複婚制を採用することによって、他のどちらかといえば仰天し

た伝道者を納得させ、反対者は皆殺しにすると脅してこの説得方法を強固にした。 

 

 抗議して反乱を始めたミュンスターの人々にとって、強制的な複婚制は少々耐えが

たかった。しかしながらその反乱はすぐに鎮圧され、大多数の反逆者が殺された。よ

ってミュンスターでは１５５４年までに複婚制が強制的に確立された。予想されるよ

うに若いボッケソンは新しい体制をすぐに好きになり、間もなく１５人の妻を集めた

ハーレムを作り、そこにジャン・マティスの若くて美しい未亡人のディヴァラが加え

られた。残りの男の住民もまた熱心に新しい布告に没頭し始めた。しかしながら多く
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の女は異なる反応を示した。そこで長老は特定の年齢以下の（そして恐らくその年齢

以上でも）すべての女を強制的に結婚させる法律を可決し、それは常に３番目か４番

目の妻になることを意味した。 

 

 神を信じない者どうしの結婚は不当であるだけではなく違法でもあったので、強制

退去者の妻はかっこうの的になり、善良な再洗礼派と強制的に「結婚させられた」。新

しい法律に従うことを拒否する女はもちろん死をもって処罰され、結果として多数の

女が実際に処刑された。家庭における新たな競争者を嫌う「年長」の妻もまた厳しく

取り締まられ、不平を言うことは極刑に値する犯罪になった。多くの女がその問題に

関して不平を言って処刑された。 

 

 しかしながらボッケソンの独裁政治はそこまでだった。一般の人々の抵抗が政権を

軟化させ離婚を認めさせた。政権が回れ右をして離婚が許されただけではなく、すべ

ての結婚が今では違法になり、離婚することが非常に容易になった。結果として今や

ミュンスターは強制的な自由恋愛と等しいような体制になった。従って、数カ月の空

白で厳格な潔癖主義が強制的な乱交制度に変えられた。 

 

 ボッケソンは包囲された都市の素晴らしいまとめ役であることが分かった。強制労

働は厳格に施行され、彼はまた十分に支払われていない司教の多くの傭兵に標準的な

支払いをすることによって－もちろんミュンスターの住民から没収した貨幣で－立ち

去らせることができた。司教が降伏したら一般的な特赦を与えるというパンフレット

を都市に投げ込んだとき、ボッケソンはそのようなパンフレットを読むことを死をも

って処罰される犯罪にした。結果として司教の軍は８月の終わりまでに混乱に陥り、

包囲攻撃が一時的に解除された。 

 

 ジャン・ボッケソンは勝ち誇って自分の「平等主義的」共産主義の極めて重要な段

階を更に１つ進めて実行する機会を得た。彼は自分自身を王であり、この世の終わり

の日の救世主であると宣言した。 

 

 ボッケソンは自分自身を王であると宣言することが、忠実な信者に対してさえ見苦
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しく説得力がないことを認識していた。そのために彼は近くの町から来た金細工師の

ドゥーゼンチューアと会い、自分のための仕事をさせるために自身を予言者であると

宣言させた。９月の初めにドゥーゼンチューアはすべての人に新しい啓示を告げた。

ジャン・ボッケソンがデイビッド王の子孫として全世界の王になり、神自身が神の国

の返還を要求するまでその王座を保つことが運命付けられている。驚くほどではない

けれども、ボッケソンは自分自身もまさに同じ啓示を受けていたことが分かった。ボ

ッケソンは一瞬恥ずかしそうにした後に、ドゥーゼンチューアから正義の剣と世界の

王の指名を受け、神が今自分に「地上のすべての国に対する権力」を与えたと、そし

て神の意志にあえて反抗する者は誰でも「すぐさまその剣で死刑にされるだろう」と

群衆に向かって公表した。ミュンスターの再洗礼派の信者は、ボッケソンが確かに旧

約聖書で予言された救世主であり、よって世俗的にも宗教的にも全世界の正当な支配

者であるということを、困惑した信者に忠実に説明した。 

 

 生活の単調な均一性からの特別な逃げ口を――平等主義者自身のために――作るこ

とは、自称「平等主義者」がよくやる事である。ボッケソンもまたそうであった。救

世主の出現の重要性をあらゆる方法で強調することが重要であった。そしてそのよう

にボッケソンは最も立派な王衣、貴金属、及び宝石を身に付けた。彼は廷臣と軍にい

る紳士を指名すると、彼らは申し分のない華美な服装と装飾品を身に付けて現れた。

ボッケソン王の本妻のディヴァラは世界の女王であると宣言され、彼女もまた非常に

華美な服装と装飾品で着飾り、廷臣と信奉者の求愛を楽しんだ。新しい豪華な宮廷で

は、接収された立派な大邸宅に２００人の人が住んだ。ボッケソン王は王冠をかぶり

錫を持ち、公共広間の金の布を掛けた玉座に座って宮廷を維持するだろう。他に華美

な身なりをしていた者は首相のクニッパドリンクと宮廷の演説者としてのボッケソン

であった。 

 

 もし共産主義が完全な社会なら、誰かがその成果を享受するに違いない。救世主と

廷臣よりも良い成果を。貨幣の私有財産の所有は廃止されたけれども、没収さえた金

と銀が今では新しい王を賛美した装飾用の硬貨として鋳造された。すべての馬は王の

武装中隊のために押収された。革命的なミュンスターの名前もまた変えられた。すべ

ての街路が改名された。日曜日と祝祭日が廃止された。すべての新生児には特別なパ
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ターンに従って王がじきじきに名前を付けた。 

 

 王と貴族が非常に贅沢をして生活をするために、彼が支配する住民は最小限度を超

えるすべての物を奪われた。衣服と寝具は厳しく割り当てられ、すべての「過剰」は

違反すると殺されるという条件でボッケソン王に引き渡された。 

 

 ボッケソン王と廷臣が没収した財産の利益で非常に贅沢な生活をしているのに、欺

かれたミュンスターのすべての大衆がみすぼらしい貧困生活を強いられていることに

不満を言い始めたことは驚くに値しない。ボッケソンは新しい制度を正当化する宣伝

をして対応した。その正当化は次の通りだ。ボッケソンが華美で贅沢な生活をするの

は差し支えない。彼は既に「死んで」他界しているからだ。彼は他界しているので、

深い意味で彼の贅沢は考慮されない。これまでに貧しい騙されやすい信奉者の中で贅

沢な生活をしたすべてのカリスマ的指導者のやり方で、彼は自分にとって物体には何

の価値もないと説明した。恐らくより重要なことに、ボッケソンは自分と廷臣が新体

制を推進する見張りにすぎないと臣下に請け負った。間もなく彼らもまた同じ至福千

年の贅沢な生活を始めるだろう。新体制の下でミュンスターの人々は神の意志で武装

して外に向かって進み、全世界を征服して罪深い人々を絶滅させると、その後にキリ

ストが復活し、彼らは快適で完全な状態で生活するだろう。そしてすべての人々のた

めの大いなる贅沢を伴う、平等な共産主義が達成されるだろう。 

 

 もちろん反対が大きければ大きいほど恐怖が増大することを意味し、ボッケソン王

の「愛」と死の統治は、脅しと大量虐殺への道を広げた。彼が君主制を宣言するやい

なや、予言者のドゥーゼンチューアは新たな啓示を告げた。ボッケソン王に同意しな

いか従わないと主張するすべての者は殺され、彼らの思い出は永遠に根絶されるだろ

う。殺された多くの犠牲者は女で、夫の結婚する権利を否定するか、伝道師を侮辱す

るか、あるいはあえて――もっぱら男の特権であると考えられた――復婚を行うかで

殺された。 

 

 司教は自分の包囲攻撃を再開するよう請われていたけれども、ボッケソンは外の周

囲の領域に使徒とパンフレットを送るために、大量の没収した金と銀を使うことがで
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き、一般の人々を再洗礼派の革命に目覚めさせようとした。その宣伝はかなりの効果

があり、１５３５年の１月にオランダとドイツの北西部の至る所での反乱につながっ

た。自分自身を神の子のキリストであると言う誰かの指揮の下に千人の武装した再洗

礼派が集まった。そして深刻な再洗礼派の反乱がミンデンの町の西フリジアで起こり、

アムステルダムの大都市でさえ、反乱者がタウンホールをまんまと占領した。反乱者

の名前と軍需品の集積場の位置が密告され、これらの反乱は結局鎮圧された。 

 

 この時から北西ヨーロッパの公爵らはうんざりして、すべての神聖ローマ帝国の州

はミュンスターの地獄のような体制を粉砕するために軍隊を派兵することで合意した。

１月の終わりまでにミュンスターは首尾よく包囲されて外の世界から完全に封鎖され

た。すぐさま食料不足が生じ、特徴的な激しさとともにボッケソン政権は危機に直面

した。王と宮廷、及び武装した護衛が食べるために、すべての食料が没収され、すべ

ての馬が殺された。包囲攻撃の間中いつでも、王と宮廷は何とか十分に食べて飲むこ

とができたけれども、飢饉と荒廃がミュンスターのミュンスターの町の至る所に広ま

り、大衆は文字通り何でも食べ、手を上に置くことができる食べられない物すら食べ

た。 

 

 ボッケソン王は餓死しかけている大衆に絶えず宣伝を送って約束した。神が確かに

イースターまでに大衆を救うだろう。そうでなければボッケソン自身が公共広間で焼

身自殺をするだろう。イースターがやってきて過ぎ去っても何の救済も現れなかった

とき、ボッケソンは、自分は「精神的な」救済だけを意味していて、それは確かに現

れたと悪賢く説明した。そして神が丸い石をパンに変えると約束したけれども、もち

ろんこれもまた起こらなかった。劇場にひきつけられていたボッケソンは、ついに３

日間のダンスと運動競技に従事するよう餓死しかけている臣下に命じた。黒ミサと同

様の劇的な演技が催された。 

 

 貧しく餓死しかけているミュンスターの住民は今や完全に運命付けられた。町の住

民がボッケソンを退位させて廷臣を辞めさせ、彼らを侯爵の軍に引き渡しさえすれば、

一般の人々の恩赦を約束するというパンフレットを、司教は町に投げ込み続けた。こ

の脅しに警戒するために、ボッケソンは恐怖による統治の段階を更にもっと進めた。
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５月の初めにボッケソンは町を１２の区域に分け、それぞれに「侯爵」と武装した２

４人の軍人を配置した。侯爵らは彼のように外国人で、オランダの移民がボッケソン

王に対して忠実になるようにした。それぞれの侯爵は自分自身の区域を離れることを

厳しく禁じられ、次に数人の人々で会合をすることさえも禁止された。誰も町を去る

ことを許されず、去ろうとしたり去る計画を立てたり、誰かが去るのを助けたり、王

を批判したりして捕らえられた者は誰でも即座に打ち首にされた――大多数はボッケ

ソン王自身によって。６月の半ばまでそのような行為が毎日起きていて、ミュンスタ

ーの大衆への警告としてしばしば４つに切り離された遺体が壁に打ち付けられた。 

 

 ボッケソンは疑いなく降伏するよりはむしろ都市の全住民を餓死させただろう。し

かし２人の脱出者が町の防御の弱点を漏らし、１５３５年６月２４日の夜に新しいエ

ルサレムの共産主義と「愛」の悪夢に、ついに流血の終わりがやって来た。残った数

百名の再洗礼派の軍人が恩赦のために降伏するとすぐに虐殺された。ディヴァラ女王

は打ち首にされた。ボッケソン王はといえば鎖に繋がれて連行され、翌年の１月にク

ニッパドリンクと共に公開で火あぶりにされて殺され、彼らの遺体は檻に入れられて

教会の塔に吊された。 

 

 昔のミュンスターの秩序が徐々に復活し、都市は再びカトリックになった。星が再

び天体を回り始め、プロテスタントのヨーロッパの至る所で、１５３４年から３５年

までの出来事が神秘主義的で熱狂的な運動を永遠に疑うことにつながったのはもっと

もなことであった。 

 

 すべてのマルクス主義の歴史家がミュンスターと１６世紀の他のすべての至福千年

主義運動に向ける姿勢を理解することはためになる。マルクス主義者がこれらの運動

と体制を、（ａ）共産主義を実現するためと、（ｂ）下からの革命運動を起こすためで

あると、常に賞賛しているのはもっともなことである。マルクス主義者はこれらを自

分たち自身の先駆者として必ず賞賛する。 

 

 周知のこととして考えを殺すのは難しい。そして再洗礼派の共産主義はそのような

考えの１つであった。ミュンスターの協力者の１人のヘンリー・ニクラエスはミュン
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スターで生まれ、生き残って家族主義を確立した。汎神論の教義で、人間が神であり、

永遠に存在するであろう唯一の場所として地上における神の国を設立を求めた。その

王国への手掛かりは、すべての財産が共同で所有され、すべての人間はキリストの完

全性を身に付けるだろうということだ。家族主義者の考えはオランダの参加者のクリ

ストファー・ヴィッテルズによってイギリスに持ち込まれ、ニクラエスの教義と家族

主義が１６世紀の終わりにイギリスで広まった。１７世紀初めのイギリスでの家族主

義の中心は、ヨークシャーのグリンドルトンに住むグリンドルトン人で補助司祭のロ

ジャー・ブリアリーによって１６１５年の１０年後に導かれてきた。家族主義の魅力

の一部は無律法主義で、本当に神のような人は――自分自身らのような人は――定義

により、決して罪を犯さず、無律法主義者の振る舞いは大多数の人々が罪だと考える

ことを常にこれ見よがしに誇示する。すべての人に自分たちが神のようであり、罪の

ない状態であることを示すためだ。 

 

 １６４０年代と５０年代のイギリスの市民戦争の間に、ジェラルド・ウィンスタン

リーを含む多くの急進的な宗教団体が沸き起こり、前述した汎神論者で共産主義者の

ディガー派は次のように記した。汎神論と女性の共同所有を含む共産主義と結び付い

た極端な無律法主義は少し頭のおかしいわめき散らす人で、自分の純粋さを示すため

にすべての人に罪を犯すよう主張した。 

 

フランス革命での共産主義の再出現 

 

 災難、戦争、及び社会が大きく変動する時代には、至福千年と救世主の宗派が常に

出現して急成長している。イギリス市民戦争が収まった後に至福千年主義と共産主義

の宗派は消滅したけれどもフランス革命の時代にのみ大挙して再び出現した。違いは

まず第１に、宗教的ではなく世俗の共産主義が出現したということだ。しかし新しい

世俗の共産主義の予言者は大きな問題に直面した。自分たちの機関の何が社会のため

になるのか。宗教的な至福千年によって認められた機関は常に神、及び神意である救

世主、あるいは指導的な予言者であり、この世の終わりの日の苦難が運命付けられて

いた。しかし何が俗世の至福千年のための機関になることができ、俗世の予言者がど

のようにして自分たちの運命付けられた勝利に対して必要な信用を獲得できるのか。 
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 最初の世俗化した共産主義は、１８世紀半ばのフランスで２人の別々の個人として

出現した。１人は貴族のガブリエル・ボノ・ド・マブリで、自由放任主義の自由哲学

者のエティエンヌ・ボノ・ド・マブリの兄であった。彼の主要な焦点は、すべての人

間はどこでも全く「完全に」平等で均一であると主張することであった。彼以後の多

くの共産主義者の場合のように、マブリは自分自身が共産主義で最大の問題に直面す

ることを強いられていることに気付いた。即ちすべての財産が共同で所有され、すべ

ての人が平等であるなら、働く動機がほとんど全く起こりえない。共同の貯蔵所だけ

が誰かの労働で利益を得るが、個人自身は利益を得ないからだ。マブリは特にこの問

題に直面しなければならなかった。彼もまた、人間の本質と元の状態は共産主義であ

り、私有財産は他の人々の費用負担で生活することを望む誰かの怠惰から、まさにす

べての物を奪うために生じると主張したからだ。アレクサンダー・グレイが指摘する

ように、「共産主義が再び確立されても、原始共産主義を破滅させた怠惰が恐らく再び

共産主義を破滅させるだろう」。 

 

 マブリがこの極めて重要な問題に対して提案した解決策は非常に不十分である。１

つは、すべての人に耐乏生活をさせ、多くを望ませず、スパルタの禁欲生活に満足さ

せることだ。もう１つは、チェ・ゲバラと毛沢東が後に「道徳的な動機」と呼んだも

のを提供することである。即ち、自分の仲間による自分の報酬の認識の代わりに－リ

ボン、メダル、等々の－安い金額の報酬を与えることだ。圧倒的に機知に富んで鋭敏

な批判の中で、アレクサンダー・グレイは次のように書いている。 

 

世界は誕生日祝いの一覧表の中にその推進力を見付けるかもしれない（もし必要なら

王に年３６５日の誕生日を与える）という考えは、哀れなほど頻繁に社会主義文学の

より空想主義的な形の中で生じる．．． 

 

しかし明らかに、リボン（及び多くのそのようなもの）よりも怠惰を好むと言うだけ

十分に賢明であるか堕落した人がいたら、彼らが隣人にたかって怠惰な生活をし続け

る気になることを認められなければならないだろう。恐らく最終的にリボンを手に入

れた誰かは、気が動転せずに報酬と同時に生じる楽しみを味わうかもしれないので、

怠惰（faineantise）の炎が燃え上がるかもしれない。 
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 グレイは指摘を続ける。多くの「栄誉」が動機として分け与えられれば分け与えら

れるほど、人々は本当に相違を見分けることが出来なくなり、彼らが及ぼす影響力が

小さくなる。その上に、マブリは「どのようにして、あるいは誰によって自分の栄誉

が与えられることになるかについて言っていない」。グレイは続ける。 

 

名誉の泉が最も功のある人に、そして彼らだけに元気付ける水飛沫をあげるという普

遍的で絶対的な信念があるということが常に仮定されている。この単純で無邪気な信

念は我々が知っている世界には存在しないし、多くが想像であろう地上の楽園にもあ

りそうにない。 

 

 現実の世界の共産主義社会では、栄誉を受けず、恐らく推測される不正に不満を持

ち憤慨している多くの人々がいると結論付ける。「バース［訳注：イギリスの温泉地］

の行列で過度に待ち続けている一般の人々や公務員は、望みが延期された不機嫌さで

自分の若い情熱が置き換えられたことに気付き、熱意が衰えるだろう」。［３１］ 

 

 従って彼が提案した２つの解決策で、ガブリエル・ボノ・ド・マブリは自分の願い

を人間の本質の奇跡的な変化に頼っていた。集団の要求事項と集団によって与える安

物の装飾品によって自分の望みや動機を曲げる新しい社会主義人間の出現を、マルク

ス主義者が後に求めたように。しかしマブリのあらゆる共産主義への没頭にもかかわ

らず彼は根本的には現実主義者で、共産主義の勝利について何の期待も抱かなかった。

人間は成功するために利己主義と私有財産の罪に染まっている。明らかにマブリはこ

の世の社会の変化についての問題を解決することや、あるいは革命的な共産主義運動

の誕生と繁栄を鼓舞することにほとんど着手しなかった。 

 

 マブリの悲観主義が運動を鼓舞するのにほとんど適していなかったなら、１８世紀

のフランスの他の影響力のある世俗の共産主義者で、無名の著述家のモレリもまたそ

うではなかった。個人的にほとんど知られていないけれども、モレリの１７５５年に

出版された「自然の規約［La code de la nature］」は大きな感化を与え、１７７３年

までに５版を超えた。モレリは共産主義が機能することに何の疑いも持っていなかっ

た。彼にとっては怠惰や否定的な動機の問題は何もなく、そのために新しい社会主義
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人間を作り出す必要は全くなかった。モレリにとって人間はどこでも善良で利他主義

で仕事熱心であった。制度だけが、特に私有財産制度が堕落し崩壊していた。私有財

産制度を廃止せよ。そうすれば人間の自然な善良さが容易に成功を収めるだろう（質

問：これらの人間の制度の崩壊は、もし人間からでなければどこからやって来たのか）。 

 

 同様にモレリにとっては、彼以後のマルクスとレーニンのように、共産主義の理想

郷の運営はあまりにも十分すぎるほど容易であった。生活での仕事をすべての人に割

り当てて、何の財とサービスが彼の要求を満たすかを決めることは、明らかに労働省

や消費者庁の些細な問題でしかない。モレリにとって、これらすべてが単なる物と人

の列挙と一覧化の些細な問題にすぎなかった。 

 

 そして更に、どうしてもモレリの理想郷では物事がそのように容易に進まないだろ

う。どうやら悲観的なモレリは進んで社会を自発的な個人の行動に委ねたようだが、

楽観的なモレリは自分の「生まれつき善良な」すべての住民の歩調を合わさせるため

に、容赦なく強制的な方法を用いる準備を注意深く行っていた。モレリは自分が提案

する理想の政府と社会の入り組んだデザインを考え出した。申し立てによるとすべて

が自然法の明白な指図に基づいていて、大部分は変わることなく永続すると考えられ

た。 

 

 特に日々の必需品を除いて私有財産が全くなくなり、すべての人は集団によって雇

われて生計を維持することになる。すべての人間は自分の能力に応じて、共有の貯蔵

所に提供するために強制的に働かされることになり、自分の推定される必要性に応じ

てこれらの貯蔵所から財を割り当てられる。結婚は強制的になり、子供は絶対的に同

一の食べ物、衣服、訓練を受けて共同体で育てられる。哲学的・宗教的な教義は絶対

的に無効にされる。どんな違いも許容されないことになる。そして子供はどんな「伝

説、物語、または馬鹿げた作り話」によっても堕落しないことになる。すべての取引

と交換は「神聖な法」によって禁止されることになる。すべての建物は同じになり、

等しい区域にグルーピングされる。すべての衣服は同じ布地から作られることになる

（毛沢東の計画を予言したような）。職業は制限され、国家によって厳密に割り当てら

れることになる。 
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 最後に、強制された法は神聖で不可侵なものして維持され、変えようとする者は誰

でも隔離され監禁されて暮らすことになる。 

 

 これらの理想郷が、キリスト教の至福千年主義者の未来図の質を落としたバージョ

ンであることは明らかなはずだ。この最終状態を達成するために定められた社会の変

化の働きが何もないだけではなく、救世主の支配や神の賛美のような輝きも欠いてい

る。グレイが説明するように、そこでは「これまで何も起こっていない。その形が何

であれ政府が常に賢明に導くので、感謝する余地はあるかもしれないが、批判する余

地は決してないということに同意しなかった者はこれまで誰もいない．．．何も起こら

ない。その中からは何も起こりえない」。空想主義的な著述家に従って、たとえ「その

ような幸せな集団は決して存在しないと我々が保証されても」、「実際にはどの理想郷

も、もし正気の人が逃れられるなら、彼がどんな状態でも生活することに同意するで

あろうとこれまで決して説明されていない．．．」と、グレイは結論付ける。［３２］ 

 

 しかしながら、キリスト教の至福千年共産主義が消滅したと考えてはいけない。そ

れどころか異端のキリスト教の救世主主義もまた１８世紀の半ばと終わりに何度も復

活した。シュヴァーベンの敬虔主義者のヨハン・クリストフ・エティンガーは、神権

政治による聖人の世界の王国がやって来ると１８世紀の半ばに予言した。至福千年の

キリスト教徒の共同体のメンバーのように階級や財産がなく、共同で生活する。後の

敬虔主義者の中で特に影響力を持っていたのはフランスの神秘的な神智学者ルイス・

聖クロード・ド・マーチンで、大きな感化を与えた「誤りと真実［Des Erreurs et la 

Verite］」（１７７３）で、「神の選民の内なる教会」は伝えられるところでは歴史の初

めから存在していて、間もなく来るべき時代に政権を得るだろうと表現した。この「マ

ーチン」のテーマは薔薇十字団の運動によってバイエルンに集中して発展した。１７

世紀と１８世紀には元々錬金術師であったバイエルンの敬虔主義者は、至福千年の夜

明けの時代に神の選民による世界政権が到来することを強調し始めた。最も影響力の

あったバイエルンの薔薇十字団の著述家のカール・フォン・エッカルツハウゼンは、

このテーマについて次の２冊の広く読まれた著書で説明した。「魔法の情報

［Information of Magic］」（１７８８－９２）と「完全になる可能性について［On 

Perfectibility］」だ。彼は後者の著書で、神の選民の内なる教会はアブラハムの時代に
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は過去に存在していたけれども、神の光を維持する者が支配する世界政府に向って前

に進むことになった。歴史の第３の時代、即ち最後の時代で神聖な精神の時代が今や

差し迫っていた。新しい共同の世界の体制を支配することが運命付けられている光輝

く神の選民は全く明らかに薔薇十字団の体制であった。差し迫った第３の時代の夜明

けの主な根拠はマーチン主義と薔薇十字主義そのものの急速な広まりであったからだ。 

 

 そしてこれらの運動は確かに１７８０年代と１７９０年代に広まっていた。プロシ

ア王のフレデリック・ウィリアム２世と宮廷の大部分が１７８０年代の終わりに薔薇

十字主義に転向し、１０年後にはロシア皇帝のポール１世もまた聖なるマーチンとエ

ッカルツハウゼンの本を読んだことで転向した。ポールはどちらの本も神の啓示の伝

達であると考えたのだ。聖なるマーチンはリヨンにいるスコットランド人のライト

ゥ・メーソンリーへの指導を通して影響力を発揮し、フリーメイソン運動の週末論的

キリスト教の派閥だと呼ばれるものの主要人物になった。［３３］ 

 

 しかしながらフランス革命期の主要な共産主義運動は世俗化していた。マブリとモ

レリの考えには実際には明確なイデオロギー運動がなく、実現を望むことができなか

った。そして運動の形にこれらの考えをあてはめる任務は、若いジャーナリストでピ

カルディの土地証書局長のフランソワ・ノエル（「ガイウス・グラックス」）バブーフ

によって奪い取られた。彼は１７９０年に２６歳でパリにやって来て、その都市で活

気あふれる革命の雰囲気を吸収した。１７９３年までにバブーフは平等主義と共産主

義に傾倒した。２年後に彼は平等主義者の秘密の陰謀団を設立し、その共謀した革命

組織は共産主義を実現することに専念した。陰謀団は新しい機関誌「人民の指導者

［The Tribune of the People］」によってまとめられた。「人民の指導者」は１世紀後

のレーニンの機関誌「イスクラ［Iskra］」を前もって形で示していて、彼の一般的な

信奉者と同じく中核グループのためにも首尾一貫した方向を定めるために使われた。

バブーフの「人民の指導者」は「史上初めて法の適領域外の革命的陰謀団の合法的な

武器になった」。［３４］ 

 

 バブーフと陰謀団の究極の理想は絶対的な平等であった。彼らは自然が完全な平等

を求めていると主張した。すべての不平等は不当である。従って財産の共有が確立さ
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れることになる。バブーフの１番の側近が書いた「平等宣言［Manifesto of Equality］」

で、陰謀団が力強く主張したように、「我々は現実の平等を要求する。そうでなければ

死を。我々が持たなければならないことがこれだ」。「平等宣言」は続いた。「そのため

に我々は何かを行う準備ができている。我々は進んですべての物を一掃する。純粋な

平等が我々に残る限り、必要ならすべての人工物を消滅させよう」。 

 

 陰謀団の求める理想の共産主義社会では私有財産が廃止され、すべての財産が共有

されて共同保管所に蓄えられるだろう。財はこれらの共同保管所から優越者によって

「公平に」分配されるだろう――馬鹿げていることには、この「平等」の世界には明

らかに「優越者」の中核グループが存在するのだ。「全員に対する強制労働があり．．．

有益な労働によって祖国に仕える」ことになる。教師や科学者は優越者への「忠誠の

証明を提出しなければならない」。「平等宣言」は、「祖国が個人を生まれてから死ぬま

で管理する」共産主義社会では、政府当局と官僚非常に拡大することが不可欠である

ことを認めた。「公民としての気持ちがない、怠惰、贅沢な生活方法、不道徳のような

悪い例を社会に示す男女」に対しては、強制労働を含む厳しい処罰があるだろう。あ

る歴史家が記すように、監獄島への追放で成り立っているこれらの処罰は「愛情を込

めて非常に詳細に」［３５］述べられた。言論と出版の自由は思っているであろうように

扱われる。「平等の正当性を危険にさらす」、あるいは「果てしない致命的な議論」を

共和国にさらす出版は許されないだろう。その上に「神聖な平等原則と人々の統治権

と直接に矛盾する見方を述べることは誰も許されないだろう」。事実上「出版が共和国

の利益になると、国家の意志の保護者が考える場合に」しか、著書を印刷して出版す

ることは許されないだろう。 

 

 すべての食事はすべての共同社会において人前で食べられ、もちろん共同体の全メ

ンバーが強制的に参加させられる。その上に、すべての人は自分が住む地区の「自分

の日々の割り当て量」しか得ることができない。唯一の例外は「管理者の許可を得て

旅行しているとき」だけだろう。すべての私的な娯楽は「厳しい決定者の管理から解

き放たれた想像力が、共同体に反するひどい悪徳を発生させる」ことのないように「厳

しく禁止される」だろう。そして宗教について言えば「すべてのいわゆる啓示は法律

によって厳しく禁止されなければならない」。 
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 後のマルクス＆レーニン主義への影響としては、バブーフの共産主義の目的だけで

はなく、具体的な革命活動組織の戦略的な理論と実践もまた重要であった。同等でな

い者は略奪されなければならず、貧しい者は立ち上がって金持ちの財産を略奪しなけ

ればならない。とりわけフランス革命は「完成され」やり直されなければならない。

新しい完全な世界が瓦礫から建設できるように、完全な大変動（bouleversement total）

が、つまり存在する機構の完全な破壊がなければならない。彼自身の「大衆宣言

［Plebeian Manifesto］」の結論でバブーフが叫んでいるように「すべての物が無秩序

に戻り、無秩序から新しく再生された世界が出現するだろう」。［３６］確かに「平等宣言」

よりもわずか先の１７９５年１１月に出版された「大衆宣言」は、半世紀後のマルク

スの「共産党宣言［Communist Manifesto］」で最高潮に達する革命宣言の最初の候

補であった。 

 

 分裂を引き起こしたであろう「大衆宣言」と「平等宣言」の２つの宣言はバブーフ

とマレシャルの間の重要な違いを明らかにした。「平等宣言」は警察に抑圧されてもす

ぐに粉砕されなかった。バブーフは「大衆宣言」でキリスト教の救世主主義に向かい、

モーゼとヨシュアを賞賛するだけではなく、特にキリストもバブーフと同じ運動家と

して賞賛した。その上にバブーフは監獄で「イエス・キリストの人生の新しい歴史［A 

New History of the Life of Jesus Crist］」を執筆していた。しかしながら「平等宣言」

主義者の大多数は好戦的な運動家であり、自分自身を気取った頭字語Ｉ'ＨＳＤと共に

語るのを好んだマレシャルによって先頭に立たされた（I'HSD:I'honne sans Diew［神

と共にいない人間］）。 

 

 バブーフは陰謀によって革命を行うという考えに加えて、軍事的な問題に興味をそ

そられ、人民のゲリラ戦という考えを展開し始めた。それは人民による別個の「密集

軍」で形成される革命で、人民の永続的な仕事が革命を行うだろう－レーニンが後に

「専門家の革命」と呼ぶ。彼はまた地理上の基地を確保して、そこから外に向かって

出撃する軍事密集軍の考えを漠然と持った。 

 

 秘密の陰謀団の中枢の側近で専門的な革命の密集軍は――必然的にバブーフの革命

のための戦略の観点が幾らかの魅惑的な逆説を具体化することを意味した。調和と完
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全な平等という目的の名の下で起こる革命は、完全な服従を命じる階級組織によって

導かれることになる。内部の幹部はその意思を一般大衆に働きかける。すべての権力

の幹部の頂点に立つ絶対的な指導者は適切な瞬間に、完全な平等の社会を先導する信

号を与えるだろう。更なるすべての革命を終わらせるための革命が行われるだろう。

伝えられるところでは全権力を持つ階級組織は、階級組織を永遠に終わらせるために

必要になるだろう。 

 

 しかしもちろんここには現実の逆説は全くない。バブーフと幹部は階級組織を除去

する現実的な意図を全く心に抱いていなかったからだ。「平等」への賛歌は現実の目的

――永続的に自分の絶対的な独裁者の地位を固めること――のための薄っぺらな.カ

ムフラージュであった。 

 

 １７９６年２月の終わりに警察の抑圧を受けた後に、「平等宣言」の陰謀団は更に地

下に潜り、１カ月後に自身を治安の秘密指令所として制定した。７人の指令者が毎晩

会合を開いて共同で匿名の決定に達し、そしてこの中央委員会のそれぞれのメンバー

が外部の１２人の「指導者」に向かって指令を発した。彼らのそれぞれはパリの１２

の区域のどこか１つの反乱者のグループを動員した。このようにして陰謀団は何とか

１万７千人のパリっ子を動員したけれども、グループは軍人を募る秘密の委員会の熱

意のために密告された。密告者が５月 10日のバブーフの逮捕を導き、「平等宣言」の

陰謀団の壊滅が後に続いた。バブーフは翌年に処刑された。 

 

 しかしながら警察の抑圧はほとんどいつも反体制者に復活のポケットを残し、新た

な共産主義革命の松明の運び手がバブーフ主義者になり、指導者と共に逮捕されたけ

れども何とか処刑を避けた。フィリッポ・ギセップマリア・ロドヴィチ・ブオナロー

ティは貴族の長男であったが、貧窮化したフロランティーヌの一家で、１７８０年代

初めのピサ大学における偉大なミケランジェロ研究法の直接の末裔であった。ブオナ

ローティはピサの学部でモレリの弟子によって改宗された。急進的なジャーナリスト

で編集者のブオナローティはフランス革命のためにイタリアの軍隊との戦いに参加し

た。１７９４年の春に、彼はオネリアの町でフランスの占領を任された。そこで彼は

全ての人間は平等でなければならず、人間の間のどんな区別も何であれ自然法の侵害
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であると宣言した。ブオナローティはフランスに戻り、オネリアでの自分のテロ行為

に対する裁判で自分自身を擁護し、彼はついにバブーフの「平等の陰謀団」を突然に

始めた。彼のナポレオンとの友情が処刑を逃れることを可能にし、結局はジュネーヴ

の政治犯収容所から船で国外へ追放された。 

 

 ブオナローティの残りの人生で、彼は現代の伝記作者が「最初のプロの革命家」と

呼ぶものになり、ヨーロッパの至る所で革命と陰謀組織のお膳立てをした。バブーフ

と他の人々が処刑される前に、ブオナローティは自分の仲間に彼らの完全な物語を書

くことを誓約していて、６７歳のときにその誓約を果たし、「バブーフの平等のための

陰謀団［The Conspiracy for Equality of Babeuf］」（１８２８）をベルギーで出版し

た。バブーフと仲間はずっと忘れられていて、このずっしりとした著作は今では最初

で最も徹底的なバブーフ主義者の武勇談の物語であると言われている。その本は革命

的な共産主義グループへの鼓舞になることが分かって非常によく売れた。１８３６年

の英訳は短期間で５万冊も売れた。彼の人生の最後の１０年には、以前には人目につ

かなかったブオナローティがヨーロッパの超左翼の至る所で名士扱いされた。 

 

 ブオナローティは以前の失敗した革命についてあれこれと考え、革命的な力の後に

権力がやって来た直後に鉄のエリート支配が必要なことを助言した。要するに、革命

の力は「強力で安定している啓発された確固たる意志」に即時に引き渡され、徐々に

人々に主権の準備をさせる。ブオナローティにとっての要点は「人々は独力で再生す

ることができないか、あるいは再生に向かうべき人々に指示することができない」と

いうことであった。 

 

１８３０年代と１８４０年代の共産主義の進展 

 

 １８３０年代と１８４０年代にはヨーロッパの至る所で、特にフランス、ベルギー、

ドイツ、及びイギリスにおいて、救世主や至福千年の共産主義及び社会主義グループ

の発展が見られた。オーウェン派、カベー派、フーリエ派、サン＝シモン派、及び他

の多くが出現して互いに交流した。それらやそれらの微妙な差異を詳細に調べる必要

はない。ウェールズ人のロバート・オーウェンが１８２７年に「社会主義」という言
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葉を初めて印刷して使い、「聖体拝領主義者［communionist］」という言葉を漠然と考

え、ついに「共産主義者［communist］」がこの新しい制度のための最も人気のある

呼び名として受け入れられた。それはエティエンヌ・カベーの「イカリアの旅人

[Voyage in Icaria]」（１８３９）［３７］という小説の中で大衆向けの著書に印刷されて

初めて使われ、新しい定期蒸気船郵便サービスと最初の電信によって拍車をかけられ

て、そこからその言葉が野火のようにヨーロッパ中に広まった。マルクスとエンゲル

スが彼らの１８４８年の「共産党宣言［Communist Manifesto］」に書いた有名な始

まりの文言「亡霊がヨーロッパに出没している――共産主義の亡霊である」は、少々

大げさな誇張であるけれども、全く的外れではなかった。ビリントンが書いているよ

うに、魔除けのような言葉の「共産主義」が、「そのような言葉の伝染の歴史の中で全

く空前の速さで大陸の至る所に広まった」。［３８］ 

 

 この個人とグループの混乱のまっただ中で、一部に興味深いものが出現した。最初

期のドイツの国外追放された革命グループは、シオドア・シュースターがブオナロー

ティの著作に刺激されてパリで設立した追放者連盟であった。シュースターの小冊子

「追放者の信念の告白［Confession of the Outlaws］」（１８３４）は、マルクスがも

っともなことに「下層階級労働者［lumpenproletariat］」であるとしてぶっきらぼう

に退けた追放者や影響力を持たない社会ののけ者の制作物としては、来るべき革命の

恐らく最初の計画であった。その下層階級が後の１８４０年代に、主要な無政府資本

主義者のロシアのミハイル・バクーニンによって強調され、１９６０年代後半と１９

７０年代前半の新左翼の特徴の前兆となった。 

 

 追放者連盟は初めての国際的な共産主義革命組織で、パリの約１００人のメンバー

とフランクフルトのほぼ８０人のメンバーからなり、彼らが中核であった。しかしな

がら追放者連盟は１８３８年頃に崩壊し、シュースター自身を含む多くのメンバーは

国家主義の政治運動に陥った。しかし追放者連盟は、同じくパリに本部を置くより大

きなドイツの追放者の公平連盟によってすぐさま受け継がれた。ドイツの共産主義グ

ループは常に他の国のグループよりもキリスト教徒であろうとする傾向があった。例

えば、公平連盟のパリ本部の指導者のカール・シャッパーは自分の追従者を「キリス

トの兄弟」とみなして話し、来るべき社会の革命を「人々の偉大な再生の日」である
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と賛美した。公平連盟の宗教的な調子を強めたのは、著名なドイツの共産主義者で仕

立屋のヴィルヘルム・ヴァイトリングであった。彼が公平連盟のために書いた宣言「人

間性及びあるべき人間性［Humanity is it is and as it ought to be］」（１８３８）は、

秘密であったけれども広く普及して議論され、ヴァイトリングは自分自身を「社会の

ルター」であると宣言し、貨幣をすべての頽廃と搾取の源であるとして非難した。す

べての私有財産とすべての貨幣は廃止されるべきであり、すべての生産物の価値は「労

働時間」で計算されるべきである－労働価値理論があまりにも真面目に取り上げられ

た。ヴァイトリングは公益事業と重工業の労働が１５歳から１８歳までのすべての男

女を徴集して供給されるように、中央集権化した「産業軍」を動員するよう提案した。 

 

 公平連盟は１８３９年に革命で混乱した後のフランスから強制退去させられてイギ

リスに移り、そこでまたドイツ労働者教育協会という幅広い最前線のグループを１８

４０年に設立した。協会のトップの３人の指導者はカール・シャッパー、ブルーノ・

バウアー、及びジョーゼフ・モールであり、１８４７年までに総メンバーをヨーロッ

パとラテンアメリカの他の国々のメンバー２５０人を含めて、何とか１０００人以上

に増やした。 

 

 ２人の若い共産主義者の間で興味をそそられる対比が示された。どちらも１８４０

年代の運動の指導者であり、どちらもまた後の世代には――大多数の歴史家にさえも

――ほとんど完全に忘れられていた。各々は異なる側の共産主義の観点と、２つの異

なる運動の要素を示した。 

 

 １人はイギリスのキリスト教徒で観念的な空想家のジョン・グッドウィン・バーム

ビーであった。バームビーは２０歳のときにはオーウェン派で、世界の至る所に国際

社会主義協会を設立するという案を持って、１８４０年にパリに到着した。暫定的な

委員会が実際に設立され、フランスのオーウェン派のジュールス・ゲイによって率い

られたけれども、その組織からはなにも生まれなかった。しかしながらその計画は第

１次インターナショナルを前もって示していた。より重要なことには、バームビーは

パリで「共産主義者」という言葉を発見し、大変に熱を込めて採用して広めた。バー

ムビーにとって「共産主義者」と「共同体主義者」は相互に交換できる言葉で、彼が
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イギリスのオーウェン派に報告したもの、即ち「共産主義学派か共同体主義学派が社

会の宴会」であるというものを、フランスの至る所で組織するのを助けた。バームビ

ーがイギリスに戻ったとき彼の熱情は消滅していた。彼が共産主義宣伝協会を設立す

ると、すぐに国際共同体主義協会と呼ばれることになり、機関誌「プロメテウスと共

同体主義の使徒［The Promethean or Communitarian Apostle］」を発行したが、す

ぐに「共産主義年代記［Communist Chronicle］」という名前に変えた。バームビー

にとってはどちらも「社会科学」であり最終的な調和の宗教であった。「プロメテウス

と共同体主義の使徒」の第１号に提出された彼の「信条」では、「神聖なのは共産主義

であり、悪魔のようなのは個人主義である」ことを公然と認めた。好調な出だしの後

にバームビーは共産主義の賛美歌と祈りを書き、共同体主義の構築を要求した。すべ

ての人は選ばれたコミュニケによって率いられた最高位のコミュナルキーによって命

令された。バームビーは繰り返して「共産主義の宗教」を宣言し、自分自身を「共産

主義教会の教皇庁」と名付けることによって物事を正しくし始めるようにした。 

 

 「共産主義年代記」の副題はその新キリスト教的救世主主義を明らかにした、「共産

主義教会と共同体生活の使徒。神との共有、聖人の親交、参政権の共有、共同労働、

及び財の共有」。共産主義のための戦いはこの世の最後の日を思わせ、神秘主義的な悪

魔の神との再開で終わる運命にあった。「神聖な共産主義教会で悪魔は神に変えられる

だろう．．．そして悪魔が神になるこの転換で、人間は．．．これらの後の日々のために．．．

精神的かつ物質的に参政権の共有、共同労働、財の共有を．．．呼び入れる」。［３９］１８

４４年にヴィルヘルム・ヴァイトリングがロンドンを訪問したことが、彼とバームビ

ーがキリスト教共産主義を促進することで協力するよう導いたけれども、１８４７年

の終わりまでに彼らは失敗して共産主義運動は圧倒的に無神論に移った。 

 

 １８４７年に極めて重要な転換点が訪れ、ロンドンの「公平連盟」とカール・マル

クスによって率いられた１５人と少人数の「ブリュッセル共産主義通信委員会」の２

つの最も無神論的な共産主義者のグループが、合併して共産主義連盟を形成したのだ。

１２月のその２回目の会議で、マルクスが新しい集団のために声明文を書くよう求め

たとき、連盟内部のイデオロギー的な対立は解消し、その声明文が有名な「共産党宣

言になった。 



51 

 

 カベーとヴァイトリングは負けを認めて、どちらも永久に１８４８年に合衆国に去

り、そこで共産主義を確立しようとした。拡大していて非常に個人主義的なアメリカ

社会の真っ只中で、どちらの試みも屈辱的なほどに失敗した。カベーのイカリアはテ

キサスに設立され、次いでナヴーに設立されたが、カベーがナヴーの以前の仲間に追

い出さるまで、分裂を繰り返した。カベーはセントルイスに去り、ほとんどすべての

人に相手にされず、１８５６年に死んだ。ヴァイトリングはといえば、かれはもっと

早くに諦めた。彼はニューヨークで個人主義者のジョサイヤ・ワーレンの弟子になっ

た。労働貨幣の枠組みを持つ左翼リカード派であったけれども。そして１８５４年に

彼は更に逸脱して米国移民帰化局の官僚になり、彼の人生の残りの１７年間の大部分

を、自分の様々な発明を売り込もうとすることに費やした。明らかにヴァイトリング

は、最終的にはいや応なしに資本主義体制に参加するために「自分の足で投票した」

のであった。 

 

 一方、グッドウィン・バームビーは、次々と続くチャンネル諸島に隠退して理想郷

の共同体を設立しようとし、以前の信奉者から「共産主義」という言葉に対する「自

分の著作権侵害」として、より現実的な「共産主義ジャーナル[Communist Journal]」

を発行するよう非難された。しかしながらバームビーは次第に普遍主義を捨て、自分

自身を「国家共産主義者」と呼び始めた。１８４８年に彼はついにフランスに行って

唯一教会の牧師になり、マッツィーニの友人になって、革命的国家主義のために共産

主義を捨て去った。 

 

 もう一方で、主要な若いフランスの共産主義者のテオドール・デザミーは、戦闘的

無神論と不屈の幹部のアプローチの激しい競争の象徴となった。彼がカベーの私設秘

書をしていた若いときに、彼は１８３９年と１８４０年に起きた共産主義の突然の急

増を導いた。デザミーは恐らく翌年までに、イデオロギー的、及び政治的に正しい路

線からのすべての逸脱者を破門しているマルクス－レーニン主義の伝統の創始者にな

った。非常に他作のパンフレット著者であるデザミーは、実際に１８４２年に彼の昔

の師のカベーに痛烈に向かい、「カベー氏の中傷と政治学-［Slanders and Politics of 

Mr. Cabet］」で慢性的な優柔不断を非難した。 
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 より重要なことに、デザミーはカベーの「イカリアの旅人」と特に彼の１８４１年

の「共産主義者の信条［Communist Credo］」によって提起された半宗教的な詩的で

教訓的な共産主義者の規則の影響を一掃することを、フランスの共産主義に望んだ。

従ってデザミーは翌年の１８４１年に自分の「共同体の規則［Code of the 

Community］」で対抗した。デザミーは厳しく「科学的」になるようにし、共産主義

革命は理にかなっていて必然的であると主張した。デザミーがマルクスによって非常

に賞賛されたのは何ら不思議ではない。 

 

 その上に、平和的、あるいは段階的な措置は拒否されることになっていた。共産主

義革命はすべての私有財産とすべての貨幣を没収しなけれなならないと、デザミーは

主張した。半分の対策では誰も満足しないと彼は主張し、その上にビリントンが言い

換えているように「迅速で完全な変化は緩慢な過程よりも流血を少なくするだろう。

共産主義が人間の本質的な善を解放するからである」。［４０］マルクスが共産主義の運営

は簿記、及び人々と資源を登録する単なる事務員の仕事でしかないという馬鹿げたほ

ど単純な見方を採用したのもまた、デザミーから受け継いだものであった。［４１］ 

 

 革命的な共産主義は即時で完全であるだけではなかった。それはまた世界的で普遍

的でもあった。世界的な「人類の議会」があり、単一の言語があり、「産業運動家」と

呼ばれる単一の労働サービスがあり、彼らが共同の若い催しを行って労働を形成する。

その上に、新しい「世界共通の国」は「狭量な」ナショナリスムだけではなく、家族

のような不和を起こさせる忠誠心もまた廃止する。イデオロギー的な破門者としての

自分自身の経歴とは対照的に、デザミーは正真正銘の現実において、共産主義の下で

は対立は論理的に不可能である。「共産主義者の間には何の分裂もない。我々自身の間

での我々の対立は調和、あるいは論法の対立でしかありえない」。「共同体の原則」が

「すべての問題の解決策」であるとみなされるからである。 

 

 しかしながら闘争的な無神論の真っただ中に、ある種の宗教的な熱情があり、信仰

すら存在した。デザミーが「社会主義を構成するこの卓越した専心」について話し、

彼が無産階級者に「その外側には何の救済もありえない」ので「平等主義教会」に再

加入するよう駆り立てたからである。 
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 １８４４年のデザミーの逮捕と裁判は、アーノルド・ルーゲ、モーゼス・ヘス、及

びカール・マルクスのようなパリにいるドイツ人の共産主義者を発奮させた。そして

ヘスはマルクスに激励されてデザミーの「規約」のドイツ語訳を行い始めた。マルク

スは「規約」を「科学的で、社会主義的で、物質主義的で、現実的な人本主義である」
［４２］と主張した。 

 

カール・マルクス： 終末論的再吸収主義者の共産主義者 

 

 カール・マルクスはプロシアのラインラントの森厳な都市、トリーアで、傑出した

法学者の息子でユダヤ教指導者の孫として１８１８年に生まれた。確かにマルクスの

両親のどちらもユダヤ教指導者の系統であった。マルクスの父親のハインリッヒは自

由主義的な合理主義者で、１８１６年に正式にルター派への転向を強いられたことに

ついて何の大きな不安も感じなかった。ほとんど知られていないことだが、小さなと

きに洗礼を施されたカールは献身的なキリスト教徒であった。［４３］１８３５年のトリ

ーアの中高等学校の卒業論文で、非常に若いマルクスは自分の後の展開の形を前もっ

て示した。与えられた論題についての彼の論文「信心深い人と神との合体について［On 

the Union of the Faithful with Christ］」は正統の福音主義的なキリスト教であった

けれども、彼が後にヘーゲルに見出す根本的な「疎外」のヒントもまた含まれていた。

マルクスのキリストとの「合体の必要性」についての議論は、この合体が言われてい

る神の人間の拒絶の悲劇を終わらせるだろうということを強調した。仲間の「若い人

間の職業選択の熟考」についての論文で、マルクスは神性を激しく非難し人間を呪う

と彼が感じた、自分自身の大きな誘惑の「野望の悪魔」についての心配を表現した。 

 

 最初にボン大学に進み、次に法律を学ぶために名声のある新しいベルリン大学に移

ったマルクスは、すぐに闘争的な無神論に転向し、彼の専攻科目を哲学に変え、若い

（あるいは左翼の）ヘーゲル主義のドクター・クラブに参加し、すぐに指導者と書記

長になった。 

 

 無神論への転向は即座に、マルクスに野望の悪魔を存分に与えた。特に目から鱗の

落ちる成人したマルクスの特徴は、若いときと同様に詩の量であり、近年になって一
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部が取り戻されるまで大部分が失われていた。［４４］歴史家がこれらの詩について論じ

るとき、彼らはそれらを不完全で空想的なあこがれであるとして退ける傾向にあるけ

れども、それらは成人したマルクスの社会と革命の教義と非常に合致するので、不用

意に退けることはできない。確かに、ここでは（初期と末期を）１つにしたマルクス

が鮮やかにされるように思える。例えば、彼の子供時代の愛しい人で、後に妻になる

イエニー・フォン・ヴェストファーレンに捧げられた彼の詩「感覚［Feelings］」で、

マルクスは自分の誇大妄想と破壊への大きな渇望の両方を表現した。 

 

私は天国を理解するだろう 

私は自分にとっての世界を描くだろう 

愛して憎んで私はもくろむ 

私の星がキラキラと輝くことを．．． 

 

そして 

 

．．．私は世界を永遠に破壊するだろう 

私は何の世界も生み出せないから 

私の叫びに彼らは決して気付かないから．．． 

 

 もちろんここには、悪魔を嫌い神に反抗する理由の古典的な表現がある。 

 

 別の詩で、マルクスは自分が神の作った世界を破壊した後の自分の成功について書

いている。 

 

そして私は勝ち誇って歩くことができるだろう 

神のように、彼らの王国の廃墟を通って 

私のすべての言葉は炎と行為になる 

私の胸中は創造者の胸中と同じだ 

 

 そして、彼の詩「絶望者の祈り［Invocation of One in Despair］」で、マルクスは
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次のように書いている。 

 

私は頭上高くに自分の玉座を築くだろう 

その頂点は冷たく途方もないだろう 

その防護のために――迷信の恐れがある 

その司令官のために――極悪の苦痛がある［４５］ 

 

 マルクスの父親に捧げられた「詐欺師［Fiddler］」において、悪魔のテーマが最も

はっきりと表明される。 

 

この剣を見よ 

暗黒の王子が 

私に売った 

 

そして 

 

悪魔と一緒に私は自分の計画を取り決める 

悪魔はチョークで印を付け、私のために調子を取る 

私は速く自由に死の行進をする 

 

 特にためになるのは、この若い時代のマルクスの冗長な未完成の詩的なドラマ「オ

ウラネム：悲劇［Oulanem, A Tragedy］」である。このドラマの途中で英雄オウラネ

ムが注目すべき独り言を述べ、持続する毒舌、世界と人類への深い憎しみ、創造に対

する嫌悪、そして完全に世界を破壊するという脅しと未来像を吐露する。 

 

 例えばオウラネムは怒りのガラス瓶について吐露する。 

 

私は人類への膨大な毒舌をわめく 

ハ！永遠に！彼女は永遠に悲しみのもとだ．．． 

我々自身が時計仕掛けで、盲目的に機械的だ 
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時間と空間のむかつくようなカレンダーとして作られ 

何の目的も持たず起こることを救えず、破滅することになる 

何かが破滅することになるように．．． 

むさぼり食う何かがあるなら 

私は飛びつくけれども、私は世界に破滅をもたらす―― 

私と地獄との間にある大部分の世界で 

私は自分の永続する呪いとともに粉砕するだろう 

私は自分の腕を不快な現実の中で振り回すだろう 

私を抱きしめても、世界は黙って消滅するだろう 

そしてそれから完全な無に収まるだろう 

何の存在もなく消滅する――それが本当に生きていることだろう 

 

そして 

 

．．．重苦しい世界は我々を太らせ続ける 

そして我々は繋がれ、粉砕され、中身がなく、脅される 

永遠にこの人類の大理石に繋がれ．．．そして我々は―― 

冷酷な神の類人猿になる［４６］ 

 

 このすべてが、戦闘的無神論を活気付けるようにしばしば思える精神を明らかにし

ている。単純な神の存在の不信を表現する非戦闘的な種類とは対照的に、戦闘的な無

神論は暗黙のうちに神の存在を信じているけれども、神を憎み、神を破壊するために

戦争を行うように思える。戦闘的な無神論で無政府共産主義者のバクーニンが、有名

な有神論に賛成するヴォルテールの意見に言い返したときに、そのような精神があま

りにもはっきりと明らかにされる。「もし神が存在しなかったら、神を作ることが必要

だろう」。それに対して発狂したバクーニンが言い返した。「もし神が存在したら、神

を殺すことが必要だろう」。明らかにカール・マルクスを活気付けたのは、神自身より

も偉大な創造者としてこのように神を憎むことであった。 

 

 マルクスがヘーゲル学派の中心であるベルリン大学にやって来たとき、彼はその教
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義が支配的であったが、ある程度の混乱が生じていることに気付いた。ヘーゲルは１

８３１年に死んでいた。偉大な哲学者は歴史の終わりをもたらすと思われたが、今ヘ

ーゲルが死んで、歴史は前に向かって続いていた。よってもしヘーゲル自身が歴史の

最後の頂点ではなかったら、恐らくプロシア国のフリードリヒ ウィルヘルム３世もま

た歴史の最後の頂点ではなかった。しかしもし彼がそうでなかったら、史的弁証法は

更に別の進展の、つまり別の止揚の準備ができているのではないだろうか。 

 

 そのように論じた急進的な若者のグループは、１８３０年代の終わりと１８４０年

代の初めにドイツと他のあちこちで若者の、あるいは左翼のヘーゲル派を結成した。

プロシア国に幻滅を感じた若いヘーゲル派は、国家を破壊するか超越するであろう必

然的にやって来るこの世の最後の日の革命を宣言した。その革命は国内か世界の共産

主義の形で本当に歴史の終わりをもたらすであろう。ヘーゲルの後には進むべき１つ

以上の弁証法の止揚があった。 

 

 左翼ヘーゲル派の中で最初に最も影響力があった１人は、ポーランドの貴族でカウ

ント・アウグスト・チェスコフスキーであった。彼は１８３５年に「歴史哲学への予

言［Prolegomena to a Historiosophy］」をドイツ語で書いて出版した。チェスコフス

キーはヘーゲル派に新しい史的弁証法を、即ち新しい種類の３つの人間の時代をもた

らした。最初の時代は古代で、何らかの理由で感情、純粋な感覚、反省する考えの欠

如、要素の即時性の時代で、そのために自然と一体化した時代であった。「魂」は「そ

れ自体」（an sich）にあった。２番目の時代はキリスト教の時代で、イエスの誕生か

ら偉大なヘーゲルの死までに及び、思考、内省、「魂」が「それ自体に向かって」移動

する、抽象化と普遍性に向かう時代であった。しかしキリスト教と思考の時代はまた

耐えられない二重性、疎外、神から孤立した人間、本体から分離した魂、及び行為か

らの思考の時代でもあった。最後に、３番目の頂点に達する時代は（もちろん）、カウ

ント・チェスコフスキーによって予告された誕生の時代で、行動の時代になることに

なっていた。３番目のヘーゲル以後の時代は、現実的な行動の時代になるだろう。そ

こでキリスト教とヘーゲルの考えの両方が超越され、意志の行動で統合される。最終

的な革命が存在する制度を転覆させて超越する。新時代を要約する「現実的な行動」

という言葉のために、チェスコフスキーはギリシャ語の実践（praxis）を借用した。



58 

 

その言葉はすぐに実質的にマルクス主義への魔除けとしての影響力を獲得するだろう。

最後の行為の時代はついに思考と行為の、魂と物質の、神とこの世の神聖な一体化と

完全な「自由」をもたらすだろう。ヘーゲル及び神秘主義者と共に、チェスコフスキ

ーは、すべての過去の出来事は、一見して悪い出来事でさえも最終的で最高潮に達す

る救済のために必要であると強調した。 

 

 １８４４年のパリでフランス語で出版された著作で、チェスコフスキーはまた革命

社会の指導者になる運命にある新しい階級を予告した。インテリゲンチャである。そ

の言葉は最近、ドイツの教育者のポール・Ｂ・Ｆ・トレントゥスキーによって作り出

された。［４７］従ってチェスコフスキーは少なくともマルクス主義運動で暗に示さるで

あろう発展を宣言して賛美した（結局、マルクスとエンゲルスからずっと下の方まで

の偉大なマルクス主義者は皆、労働者階級の子供ではなくブルジョアの知識人であっ

た）。しかしながらマルクス主義者は次第に、マルクス主義の労働者主義と平等と矛盾

するこの現実について恥じ入ってきていて、「新階級」理論家は皆マルクスの社会主義

の批判者である（例えば、バクーニン、ミィチェルスキー、ミヒェルス、ジラス）。 

 

 しかしながらカウント・チェスコフスキーは未来の革命的社会主義の波に乗る運命

になかった。彼は新しい社会への無神論の道ではなく、キリスト教の救世主の道を選

んだからである。チェスコフスキーの１８４８年の膨大で未完成の著作「我々の父

[Our Father]」（Ojcze' nasz）で、彼は革命的共産主義の新しい時代は第３の時代であ

り、神聖な魂の時代であり（ヨアヒム主義の亡霊）、「天国にあるような」地上の神の

国がある時代であると主張した。この最後の地上の神の国がすべての「有機的な人類」

を再統合し、全員の人々の評議会によって率いられる全人類による中央政府によって

治められるだろう。 

 

 そのとき、革命的共産主義の宗教か無神論のどちらの要素が最終的に勝利を勝ち取

るかは決して明らかではなかった。例えば「ロシア革命の伝統」の創始者のアレクサ

ンドル・イヴァーノヴィチ・ゲルツェンは「未来の社会は興味の仕事ではなく具体的

な仕事になることになる。ヘーゲルは真実の言葉を人々にもたらす新しいキリストで

ある」［４８］と書き、左翼ヘーゲル派のチェスコフスキーの名前に惹き付けられた。そ
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して間もなく、カール・マルクスの友人であり師である、そしてベルリン大学の若い

ヘーゲル派のドクター・クラブの指導者のブルーノ・バウアーは、１８４１年の終わ

りに「最後の審判のトランペットによる合図」であるとして、チェスコフスキーの新

しい行動の哲学を賞賛した。 

 

 しかしヨーロッパの社会主義運動で勝利する要素は我々が示してきたように、結局

はカール・マルクスの無神論であることになった。もしヘーゲルがキリスト教の救世

主をくすぶって案じたら、今やマルクスは弁証法を無力化することによって「ヘーゲ

ルにできる限りのことをして」、それを神秘主義や宗教や「魂」や神の考えや世界精神

ではなく、いわゆる堅実で「科学的な」哲学的唯物論の基礎に基づかせただろう。マ

ルクスは自分の唯物論を左翼ヘーゲル派のルートヴィヒ・フォイエルバッハから、特

に彼の著書「キリスト教の本質［The Essence of Christianity］」（１８４３）から採

用した。ヘーゲル派の「魂」の強調とは対照的に、主張によると何らかの方法で歴史

を通して働いている問題の科学的な法則をマルクスは研究するだろう。要するにマル

クスは弁証法を採用し、それを「唯物論的史的弁証法」にしたのである。 

 

 しかしながら弁証法を唯物論と無神論の道具に作り直すことによって、マルクスは

歴史を通して働いたと思われるような弁証法の強い駆動力を、即ちキリスト教の救世

主主義か神意、あるいは世界精神の自意識の成長のどれをも放棄した。どのようにし

てマルクスは、これまでのところ歴史的な過程を説明するであろう、そしてまた――

そして最も重要なことに――避けられない差し迫った終末論で世界を共産主義に変え

ることを説明するであろう、避けられない「歴史法則」に基づいた「科学的な」唯物

論の取り替えを発見できたのか。聖書にあるやがて来ようとするハルマゲドンの予言

に基づくのと、主張によれば科学的な法則からこの出来事を演繹するのとは全く異な

る。この歴史の駆動力の詳細を明らかにすることは、カール・マルクスが自分の人生

の残りを費やすことであった。 

 

 マルクスは徹底的な無神論と唯物論の立場を採用するにはフォイエルバハがいなく

てはならないことに気付いたけれども、マルクスはすぐにフォイエルバハがまだ十分

遠くまで行っていないことを知った。フォイエルバハが哲学者の共産主義者であった
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としても、彼は基本的に人間が宗教を身に着けていたら人間の自己からの疎外が終わ

るだろうと信じていた。マルクスにとって宗教は単なる問題の１つでしかなかった。

人間の全世界（Menschenwelt)）は変化していて、急進的・徹底的に転覆させなけれ

ばならなかった。この人間の世界の終末論的な破壊のみが真の人間の本性を現実化す

することを可能にするだろう。そのときにのみ存在している人非人（Unmensch）が

本当に人間（Mensch）になる。マルクスが自分の「フォイエルバハについての論文」

の４番目で激しく論じたように、「人間は理論と実践の両方でそうであるように『この

世の家族』の破壊を進めなければならない」。［４９］ 

 

 特に本当の人間はフォイエルバハが論じたように、「共同の存在」（Gemeinwesen）

であるか、あるいは「種の存在」（Gattungswesen)）である。人間が存在する状態は

否定されるか、超越されなければならないけれども、人間の国家への参加はそのよう

なものとして共同の存在になる。主要な問題は、人非人が利己主義者として、私的な

人間として、他人を手段として扱い、自分たちの運命の支配者に合わせないように行

動する私的な領域、市場、あるいは「市民社会」に現れる。そして存在する社会では、

残念ながら市民社会が第１で、国家や「政治的共同体」は２の次である。しなければ

ならないことは、全生活を政治化することによって、すべての人間の行動を「集団化」

することによって、人間の完全な本性が国家と市民社会を超越することだ。そして実

際の個々の人間が真の、そして完全な種の存在になる。［５０］［５１］ 

 

 しかし破壊のやり過ぎである革命だけがそのような任務を達成することができる。

そしてここでマルクスは、自分が若いときに書いた詩で自分の世界の未来図を活気付

けた完全な破壊の要求を思い返した。確かに１８５６年のロンドンでのスピーチで、

マルクスはこの自分の「実習」の目的に生き生きとした愛情深い表現を与えた。中世

のドイツには、秘密裁判制度と呼ばれた秘密の裁判所が存在した。そして次のように

説明した。 

 

もし赤いバツ印が家に付けられているのが見えれば、人々はその所有者が秘密裁判所

によって判決を下されたことを知った。今やヨーロッパのすべての家には不可思議な

赤いバツ印が付けられている。歴史は裁判である――その死刑執行人は無産階級者で



61 

 

ある。［５２］ 

 

 実際にはマルクスは、自分とエンゲルスが１８４０年代初めに少し年長の左翼ヘー

ゲル派のモーゼス・ヘスによって別個に転向させられた哲学的共産主義に満足してい

なかった。ヘスの共産主義に対して、マルクスは１８４３年の終わりまでに無産階級

に極めて重要な強調を追加した。単に経済的な階級であるだけではなく、共産主義が

達成されたときに「普遍的な階級」になることが運命付けられているとした。皮肉な

ことにマルクスは、社会主義の敵である若いローレンツ・フォン・シュタインによっ

て１８４２年に出版された影響力のある本から、共産主義革命の鍵としての無産階級

という自分の未来像を手に入れた。シュタインは当時の社会主義運動と共産主義運動

を、無産階級のプロレタリアートの階級利益の正当化であると解釈した。マルクスは

シュタインの批判の中に必然的に到来する共産主義革命のための「科学的な」駆動力

を発見した。［５３］最も「疎外され」そして主張によると「財産を持たない」階級のプ

ロレタリアートが鍵になるだろう。 

 

 スターリンのマルクスの改変以来ずっと、我々は「社会主義」が共産主義を運営す

る社会の「第１段階」であり、そして「共産主義」が最終段階であるとみなすことに

慣れてきている。これはマルクスが自分の制度の発展であると考えた方法ではない。

当時の他のすべての共産主義者と同じくマルクスは「社会主義」と「共産主義」を彼

らの理想社会を述べるために相互に交換して用いた。それよりもマルクスは、弁証法

の運営が謎のように「稚い」「未熟な」共産主義の第１段階をもたらし、弁証法の働き

によって魔法のように共産主義の「高度な」段階に変わることを予知した。マルクス

が、特に彼の「私有財産と共産主義［Private Property and Communism］」で、フォ

ン・シュタインが共産主義の「未熟な」段階を描いた恐ろしい図式を受け入れたこと

は注目に値する。シュタインは、共産主義が乱暴に、そして残忍に,財産を収用して破

壊し、財産を没収し、物質的な富と同様に女性も強制的に共有することによって平等

主義を実施しようとするだろうと予想する。確かにマルクスの未熟な共産主義の評価

は、即ちプロレタリアートの独裁段階の評価は、シュタインの予想よりもずっと否定

的であった。「女が一般的な［即ち、普遍的な］売春のために結婚をやめるのと同じ方

法で、全世界の富は、つまり人間の実在する存在は、共同体と一般的な売春をする関
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係のために私有財産の所有者との排他的な結婚をやめることになる」。タッカー教授が

説明するようにそれだけではなくて、マルクスは「未熟な共産主義は、現実の私有財

産の優越ではなく単なる私有財産の普遍化であり、労働の廃止ではなく単なる労働の

すべての人への拡張である。それは単に私有財産の邪悪さが表面化する新しい形でし

かない」ことを認める。要するに、私有財産の共有化の段階でマルクス自身が考えて

いた私有財産の最悪の形が最大化するのだ。それだけではない。マルクスは反共産主

義者の主張の真実を認め、今や共産主義と共産主義化はマルクスの言葉で「すべての

ものを一般の水準にまで減らしたいという妬みと願望」の表現でしかない。マルクス

が主張していると思われるような人間の個性の開花に繋がることからはほど遠く、彼

は共産主義が人間の個性を完全に否定するであろうことに同意する。例えばマルクス

は次のように書いた。 

 

人間の個性を完全に否定するのに、この形の共産主義は本当に私有財産の論理的な表

現にすぎない。それ自体が力を構成する一般的な妬みが、貪欲さが妬みそのものを回

復させ妬みそのものを満たすことを隠す。別の方法でのみ．．．共有の肉欲の略奪品と

小間使いとしての女に対するアプローチで、男が自分自身のために存在する果てしな

い堕落が表される。［５４］ 

 

 マルクスは明らかに自分の後の著作でこの共産主義革命の暗黒面を強調しなかった。

タッカー教授は「マルクスが心に描いて評価した革命直後の期間についての原稿の途

中で、これらの強烈なパリからの指摘が、まさに十中八九はこの話題について後にマ

ルクスが出版した著作で常に示した極端な寡黙さを説明している」。［５５］ 

 

 しかしもしこの共産主義が明らかに非常に極悪非道で「果てしない堕落」の体制で

あるなら、なぜ誰かが共産主義を好むのか。まして共産主義を確立するために自分の

人生を捧げて流血の革命を戦うはずがない。マルクスの思考と著述に非常に頻繁にあ

るように、彼は「弁証法」の神秘的な雰囲気をよりどころにする――弁証法は素晴ら

しい魔法の杖で、ある社会制度が必然的に勝利を得た超越性とその否定を生み出す。

そしてこの場合、完全な悪が――面白いことに、それが以前の資本主義ではなく、革

命後のプロレタリアート独裁という結果になる――完全な善に変えられて出現する。
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これは分業も他のあらゆる形の疎外もないお伽の国である。マルクスは君主制から資

本主義へ、そして階級闘争と物質的生産力による資本主義から共産主義の第１段階へ

の弁証法の運動を説明しようとするが、これらのどちらも未熟な共産主義が達成され

たときのことを省いているのは奇妙なことである。主張による未熟な共産主義の地獄

から疑わしい高度な共産主義の天国への必然的な変化は、説明されないままで完全に

残っている。この極めて重要な変化を頼りにするために、我々は弁証法の神秘主義的

で純粋な信仰にまで退かなければならない。 

 

 道徳主義で「空想的」であるとしてマルクスが退けた他のすべての社会主義者を軽

蔑し、自分は「科学的社会主義者」であるというマルクスの主張にもかかわらず、マ

ルクス自身は「空想的社会主義者」が競い合っている所よりも更にもっと空想的な、

救世主主義の伝統の中にいた。マルクスは歴史を終わらせるであろう望ましい未来の

社会を求めただけではなく、「歴史の法則」によって必然的に決められた理想郷へ向か

う道を発見したと主張したからだ。 

 

 マルクスは確かに空想主義者であり、残忍な空想主義者であった。すべての理想郷

の特徴は、歴史を終わらせ、人間を静的な状態にして動けないようにし、多様性と人

間の自由意思を終わらせ、理想郷の全体主義者の計画に従ってすべての人の生活を指

図する戦闘的な欲望である。多くの初期の共産主義者と社会主義者は、すべての人の

居住区域の規模や彼らが食べる食料などを決めるのに莫大で馬鹿げたほど詳細に自分

たちの確固たる理想郷を定めた。マルクスはそれを行うほどの馬鹿ではなかったけれ

ども、トマス・モルナー教授が指摘しているように、マルクスのすべての制度は、人

類の最終的な安定化のため、グノーシス主義の言葉に、その永遠の再吸収に理想郷の

精神を求めている」。マルクスにとって理想郷の探求は、我々が見てきたように神の創

造に対する明白な攻撃とそれを破壊する残忍な欲望であった。大部分の破壊、異なっ

た面の創造、主張によると失われた神との一体化の回復といった考えは、我々が見て

きたようにプロティノスから始まった。モルナーが以下の通り要約したように。 

 

この見方では存在そのものが実在しないことに対する損害である。プロティノスから

フィヒテまでとそれ以後の哲学者は、多色の宇宙の永遠の神への再吸収は創造よりも
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望ましいと主張している。この解決策以外に、彼らは不安にするような自由意思と社

会の未知の動きを終わらせるために、彼らは線型のヘブライ人とキリスト教の概念か

ら円形のグレコとヒンドゥー教の概念に――つまり変化もなく時間もない永続性に

――戻ることを熱望している。 

 

 多様性に対する単一性の勝利は、マルクスを含む空想主義者にとっては「社会をか

き乱す多様性を廃止することができた市民社会」［５６］を意味する。 

 

 マルクスから神の意志、あるいはヘーゲルの世界精神の弁証法や絶対的な考えを除

いたものは一元論の物質主義であり、モルナーが説明しているようにその中心的な仮

説は「宇宙は物質に加えて何かの種類の物質に内在する１次元の原則からなる」とい

うものになる。その場合「人間自身は複雑だが容易に管理できる物質的な集団に縮小

され、次第に社会、政治の主要部、教会と呼ばれる複雑な超集団を形成する」。そして

科学的なマルクス主義者によって、主張によれば自分の物質そのものに明らかに内在

する疑わしい歴史の法則が引き出される。 

 

 そしてマルクスの理想郷に向かう過程は、まず人間が自分自身の新の本質への洞察

を獲得し、次にその本質に従って世界を再編成することだ。実際にエンゲルスはヘー

ゲルの現人神の概念を明白に主張した。「今までのところその問題が常に有効であった。

即ち、神とは何か――そしてドイツのヘーゲル哲学がそれを次のように解決した。神

は人間である．．．今や人間が真に人間のやり方で自分の本性の要求に従って、世界を

編成しなければならない」。［５７］ 

 

 しかしこの過程は自己矛盾で満ちている。例えば、そして中心的に、どのようにし

て単なる物質が自分の［その？］本質に対する洞察を得るのか。モルナーが説明する

ように、「どのようにして物質が洞察を集めるのか。そしてそれが洞察であるなら、そ

れは完全に物質ではなく物質以上のものだ」。 

 

 プロレタリア階級がその真の本質を意識し始めた後に、プロレタリアン共産主義の

理想郷に到達するこの疑わしい必然的な過程で、カール・マルクス自身の役割は何で
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あると考えられるのか。ヘーゲルの理論では、ヘーゲル自身が最終的で最も偉大な世

界の歴史的な形、即ち現人神の現人神である。同様にマルクスは自分自身の見方で、

人間の真の本質と歴史の法則の決定的な知識を世界にもたらす人間として歴史の焦点

に立ち、それによって歴史を終わらせるであろう過程の「介助役」として仕える。よ

ってモルナーは次のように書く。 

 

他の空想主義者とグノーシス主義の著述家のように、時間の要素が濃厚になるときや

ドラマが大詰めに近付くときに、マルクスは最終段階よりも現在までの歴史の段階に

ほとんど関心を示さない（すべての空想主義の著述家の中でのひとりよがり）。実際

に空想主義的な著述家は自分自身を導く段階として歴史を考える。究極的な理解者で

ある彼が歴史の中心に立っているからだ。自分自身の生涯と来たるべき転機の間に物

事が加速するのはもっともである。彼は以前と以後の間にぼんやりと現れる。［５８］ 

 

 従って他の空想主義的社会主義者及び空想的共産主義者と同じように、マルクスは

共産主義の中に新しい超人としての集団的な種としての人間の神格化を探し求め、そ

こで個人によって所有される唯一の意味のあるものは、集団的有機体の取るに足りな

い微塵のようなものである。マルクスのおびただしい模倣者の多くは自分の探求を実

行した。マルクスの集団的有機体主義の１つの痛烈な描写――共産主義化の過程の間

に作り出されることになる新しい社会主義人間を祝うことになる――は、２０世紀初

めのボルシェビキの理論家のアレクサンドル・アレクサンドロヴィッチ・ボグダーノ

フの描写である。ボグダーノフもまた人間の歴史の「３つの段階」について話した。

最初は宗教的で権威主義的な社会で自給自足経済であった。次に「２番目の時代」が

やって来た。それは多様性によって特徴付けられる交換経済で、「個々の人間の個性」

の「自主性」が出現した。しかし最初の進化におけるこの個人主義は、後に進化の障

害になる。それは「機械の時代の単一化の傾向に矛盾し」、その傾向を妨げるからであ

る。しかしその次に第３の時代が生まれるだろう。歴史の最終段階の共産主義である。

この最終段階は集団的な自給自足経済によって特徴付けられ、そして、 

 

個人的な生活を１つの巨大な全体に融解させ、その部分的な関係は調和し、体系的に

すべての要素が１つの共通の闘争――終わりなき自然の自発性との闘争――のため
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にグルーピングされる．．．この課題を解決するためには．．．膨大な大衆の生産的な活

動が必要である。それは人間の力ではなく人類の力を必要とする――そしてこの課題

のために働くことのみが人類をそのようなものとして出現させる。［５９］ 

 

 最後に、マルクスの救世主主義の共産主義の頂点には、これまでのところのすべて

の傾向と分析された要素に焦点を当てる人間がいる。キリスト教の救世主主義者と献

身的なマルクス－レーニン主義の国家統制主義者で。２０世紀のドイツのマルクス主

義者のエルンスト・ブロッホは、自分の最近翻訳された３巻の幻影のような「希望の

原則［The Principle of Hope］」（Daz Prinzip Hoffung）で自分の幻想を明らかにし

た。ブロッホの経歴の初期に、彼は強制的な再洗礼主義の共産主義者のトマス・ミュ

ンツァーの見解と人生を賛美する研究論文を書いた。彼はミュンツァーを神秘的で「熱

狂的」であると賞賛した。物事の内なる「真実」は「宇宙の完全な変換、壮大なこの

世の最後の日、救世主の降臨、新しい天国と新しいこの世」の後でのみ発見されるだ

ろうと、ブロッホは書いた。病気、それどころか死そのものが、共産主義が出現すれ

ば消滅するだろう［６０］というブロッホにはヒント以上のものがある。「神は発達して

いる」。「神自身が理想郷の一部であり、未だに認識されていない最終的なものである」。

ブロッホにとっては、神秘的な歓喜とレーニン及びスターリンの崇拝が連携して進行

した。Ｊ・Ｐ・スターンが書いているように、ブロッホの「希望の原則」は「レーニ

ンがいるところにエルサレムがある［Ubi Lenin, ibi Jerusalem］」というような注目

すべき宣言であり、ボルシェビキの共産主義の達成」は「昔からの神との戦い」の一

部である。 

 

 エルンスト・ブロッホという人の中で、１８３０年代と１８４０年代のヨーロッパ

の共産主義運動の内部にあったキリスト教と無神論派の間の古い重大な精神が、つい

に調和した。あるいは別の言い方をすると、史的弁証法の最後の異様な歪みで、高位

の革命の意志とカール・マルクスの組織化のせいで、１８４８年までの共産主義のキ

リスト教の宗派の完全な征服が今や超越されて否定された。マルクス主義そのもので

ある無神論的共産主義の拠点の内部で、救世主主義で人類と世界の最終的な運命とい

う未来像を描く異教の宗教的でキリスト教的共産主義が完全復活した。エルンスト・

ブロッホからスターリンと毛沢東の強烈な個性の熱狂的なカルトまで、集団虐殺と無
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慈悲なカンボジアのポル・ポトと、ペルーのシャイニング・パスのゲリラ運動まで、

マルクス主義の身も心も内側ではトマス・ミュンツァーがついにフォイエルバハに決

定的に勝利したように思える。 
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原注 

The Review of Austrian Economics, Vol. 4, 1990, pp. 123-79 

［１］C. Patrides and J. Wittreich 編, The Apocalypse in EnglishRenaissance Thought and 

Literature (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1984), pp. 326-27の Ernest L. Tuveson, "The 

Millenarian Structure of The Communist Manifesto"。トゥベソンは、マルクスとエンゲルスが１

８４０年代のイギリスの至福千年主義のほとばしりの影響を受けているだろうと推測する。この現

象について、特に１８４４年１０月２２日にこの世が終わると予言したイギリスと合衆国の至福千

年主義の激発について、近代の至福千年主義の古典的な研究である Ernest R. Sandeen, The Roots 

of Fundamentalism: British and American Millenarianism, 1880-1930 (Chicago: University of 

Chicago Press, 1970)を見よ。Tuveson, ''Millenarian Structure," p. 340 n, 5.を見よ。 

［２］例えば Thomas Sowell, Marxism: The Philosophy and li:conomics (London: Unwin 

Paperbacks, 1986)の非常に褒めちぎられている研究では、何にせよ共産主義にはほとんど何の考慮

も払われていない。 

［３］マルクス主義についてのソビエトの公式の教科書は、マルクス主義自体が公言した目的をぶ

っきらぼうに退け、すべてのソビエト人は懸命に働き、共産主義への長い道のどの「段階」も抜か

してはいけないと主張している。「科学的共産主義政党であるＣＰＳＵ［The Communism Party of 

the Soviet Union:ソ連共産党］は進歩していて、必要な発展段は抜かされないはずだという事実に

よって導かれて準備ができて発達していて、物質的・精神的な前提条件としての共産主義を建設す

るという問題を解決する．．．。Fundamentals of Marxism-Leninism, 2nd rev. ed. (Moscow: Foreign 

Languages Publishing House, 1963), p. 662。また前掲書, pp. 645-46,666-67, 及び 674-75を見よ。 

［４］例えば、Robert C. Tucker, Philosophy and Myth in Karl Marx (1970, New York: Cambridge 

University Press, 1961)の解明的な著作をみよ。 

［５］What Marx Really Meantは G. D. H. Cole (London, 1934)による、マルクス主義について賛

意を示す著書の書名である。 

［６］Alexander Gray, The Socialist Tradition (London: Longmans Green, 1946), pp. 321-22。 

［７］マルクス主義者が「宗教的な」振る舞いであると呼ぶであろうもう１つの例は、ほとんどす

べてのマルクス主義の本質的な教義を明らかに捨てて、自分自身を「マルクス主義者」という神秘
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的な名前で呼ぶ思想家の主張である。最近の適例は、ジョン・ローマーとジョン・エルスターのよ

うなイギリスの「分析的マルクス主義者」だ。正統なマルクス主義者によるこの学派の批判のため

に、Michael A. Lebowitz, ''Is 'Analytical Marxism' Marxism?" Science and Society 52 (Summer 

1988): 191-214を見よ。 

［８］Leszek Kolakowski, Main Curre'nis of Marxism: Its Origins, Growth and Dissolution, vol. 1 

(Oxford: Oxford University Press, 1981), pp. 9-39。 

［９］正統のキリスト教の偉大な弁護論者であるＧ・Ｋ・チェスタトンは、仏教徒でフェビアン社

会の創始者の１人であるアニー・ベサント女史に対する以下の批判で、キリスト教の個人主義と汎

神論の集団主義の違いを見事に明らかにした。 

ベサント女史によると、全世界の教会は単なる全世界の自分自身でしかない。それは我々全員

が本当に１人であるという教義だ。人と人の間には個性の壁は本当に全くない。．．．彼女は隣人

を愛せよとは告げない。彼女は隣人になれと告げる。．．．仏教とキリスト教の知的な大きな隔た

りは次の通りだ。仏教徒や神智学者にとって個性は人間の堕落であるが、キリスト教徒にとっ

て個性は神の目的であり、神の考えのすべての目的である。 

G. K. Chesterton, Orthodoxy (New York, 1927), pp. 244-45。Thomas Molnar, Utopia: the 

Perennial Heresy (New York: Sheed and Ward, 1967), p. 123に引用された。 

［１０］アレクサンダー・グレイは、ヘーゲルとマルクスの弁証法での「否定」の概念を非常に楽

しんでいる。エンゲルスの Anti-Diihringの「否定の否定」の例は「ヘーゲル主義に思えるかもしれ

ないけれども、さもなければ馬鹿げている。大麦の種が地面に落ちて発芽する。これが種の否定だ。

秋になるとたくさんの大麦の粒ができる。これが否定の否定だ。蝶は卵から生まれる。これが卵の

否定だ。何度か変態した後に蝶は交尾して死ぬ。これが否定の否定だ．．．ヘーゲルは確かにこれ以

上の重要人物であった」。グレイは以下のコメントを付け加える。マルクスが「哲学の貧困［Poverty 

and Philosophy］」において賞賛した要約は「娯楽の価値がないものではない」。「はいがいいえにな

り、いいえがはいになり、はいが同時にはいといいえになり、いいえが同時にいいえとはいになっ

て、反対と均衡が互いに役に立たなくなる」（グレイの元のフランス語の引用からの著者自身の英訳

であり、グレイが「特に」楽しんでいる箇所だ）。Gray, Socialist Tradition, p. 300 n. 1 and n. 2。 

［１１］M. H. Abrams, Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic 

Literature (New York: Norton, 1971), p. 161を見よ。 

［１２］大多数の新教徒は非常に異なるはるかに正しい見方を主張した。ノルマン人の征服は、純

粋な私有財産の田園風景に非常に近かったイギリスに、国家が作り出した封建型の土地による身分
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制度を押し付けた。 

エンゲルスと他の歴史家、及び人類学者は、原始的で市場のない部族社会に原始共産主義、あるい

は黄金時代を発見した。しかしながら現代の人類学者の研究は、大多数の原始的な部族社会が私有

財産、貨幣、及び市場に基礎を置いていたことを示している。例えば、Bruce Benson, "Enforcement 

of Private Property Rights in Primitive Societies: Law Without Government," Journal of 

Libertarian Studies 9 (Winter 1989): 1-26を見よ。 

［１３］M. H. Abrams, Natural Supernaturalism, p. 517nに書かれている。 

［１４］Christopher Hill, The World Turned Upside Down: Radical lde~ During the Engliish 

Revolution (London: Penguin Books, 1975, p. 136。また F.b. Dow, Radicalism in the English 

Revolution, 1640-1660 (Oxford: Basil Blackwell, 1985), pp. 74-80も見よ。 

［１５］主要なロマン主義の文芸批評家による素晴らしい著書、Abrams, Natural Supernatuを見

よ。 

［１６］ヘーゲルは、建前上はルター派であったけれども、そのときのドイツにおけるルターの教

義は汎神論を取り込むのに十分なほど寛容であった。 

［１７］Robert C. Tucker, Philosophy and Myth, pp. 53-54。 

［１８］Raymond Plant, Hegel (Bloomington: Indiana University Press, 1973), p. 120 を見よ。 

［１９］その上にフーガソンはヘーゲルと非常によく似た形で自分の言い回しを用い、それは元々

ハイエクの自由市場の分析とはほど遠かった。フーガソンは若いカルビン派の大臣として、１７４

５年のスコットランドでのジャコバイト蜂起の鎮圧の協力を求めた。蜂起が鎮圧された後にフーガ

ソンは説教をし、その中で彼は大きな難問を解こうとした。なぜ神はカトリック教徒が悪い目的を

追求することと、それがほとんど勝利することを許したのか。彼の答はこうだ。たとえカトリック

教徒が意識的に悪い目的を追求していたとしても、神の良い目的のための無意識の代理人として、

即ち長老派教会のスコットランドの教会に対する疑わしい無関心を目覚めさせるのに役立っていた

からである。従って歴史における「理性の巧妙さ」の原型は汎神論の目的よりはむしろ一神教の目

的を除いた。Richard B. Sher, Church and University in the Scottish Enlightenment (Princeton: 

Princeton University Press, 1985), pp. 40-44を見よ。 

［２０］ポール・クレイグ・ロバーツが正しく強調したように、マルクスにおける「疎外」は単な

る資本家と賃金の関係ではなく、より深刻に、専門化、分業、及び貨幣経済そのものであった。し

かし我々が見るように、疎外は、共産主義下で集団的な人間と自然が再吸収されるまで、更にもっ

と宇宙の人間の状態に根ざしている。Paul Craig Roberts, Alienation and the Soviet Economy 
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(Albuquerque: University of New Mexico, 1971)と Roberts and Matthew A. Stephenson, Marx's 

Theory of Exchange, Alienation and Crisis, 2nd ed. (New York: Praeger, 1983) を見よ。 

［２１］Plant, Hegel, p. 96。 

［２２］Plant,Hegel, pp. 122, 123及び 181を見よ。また Karl R. Popper, The Open Society and its 

Enemies, voL 2 (New York: Harper Torchbooks, 1963); p. 31も見よ。 

［２３］Tucker, Philosophy and Myth, pp. 54-55。Ｅ・Ｆ・キャリットは、へーゲルにとって「自

由」は「とりわけ物事を国家の成功と栄光のために役立てるという望みであり、これを望むことで、

物事は神の意志が実行されることを望んでいる」と指摘する。もし個人が国家の成功と栄光のため

ではない何かをすべきだと考えるなら、へーゲルにとって「個人は自由になることを強いられるべ

き」なのだ。何の行為が国家の栄光をもたらすかを人はどのようにして知るのか。へーゲルは簡単

に答える。「存在する人々の支配者が、まさに行うべき神の意志の確かな表れであるという事実があ

る」ので、国家の支配者が命じることは何でもそうである。確かに申し分のない論理だ。W. 

Kauffmann編, Hegel's Political Philosophy (New York: Atherton Press, 1970), pp. 38-39に再掲載

された E. F. Carritt, "Reply" (1940) を見よ。 

［２５］有機体論と、ヘーゲル、マルクス、及び後の社会学へのシラーの影響について、Leon Bramson, 

The Political Context of Sociology (princeton: Princeton University Press, 1961), p. 30 n.を見よ。 

［２６］Abrams, Natural Supernaturalism, p. 311を見よ。 

［２７］歴史家のノルマン・コーンが説明しているように、ヨアヒムの新しい「世界は１つの巨大

な修道院で、そこですべての人々は神秘的な公庫鬱状態に夢中になり、一体になって神を賛美して

歌い、沈思する修道士になるだろう」。Norman Cohn, The Pursuit of the Millennium, rev, ed, (New 

York: OxfordUniv'ersity Press, 1970), pp.108-09。 

［２８］Cohn, Pursuit of the Millennium, p. 182。 

［２９］Ronald A. Knox, Enthusiasm: A Chapter in the History of Religion (1950; New York: 

Oxford University Press, 1961), pp. 132·34。 

［３０］Igor Shafarevich, The Socialist Phenomenon (New York: Harper and Row, 1980), p. 57

に引用された。 

［３１］Gray, The Socialist Tradition, pp. 90-91。 

［３２］Gray, Socialist Tradition, pp. 62-63。 

［３３］Paul Gottfried による意味深い論文"Utopianism of the Right: Maistre and Schlegel," 

Modern Age 24 (Spring 1980): 150-60を見よ。 
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［３４］James H. Billington, Fire in the Minds of Men: Origins of the Revolutionary Faith (New 

York: Basic Books, 1980), p. 73。 

［３５］「平等宣言」からのこの文言とその他の翻訳された引用について、Shafarevich, The Socialist 

Phenomenon, pp, 121-24を見よ。また、Gray, Socialist Tradition, p., 107も見よ。 

［３６］Billington, Fire in the Minds, p. 75。また Gray, Socialist Tradition, p. 105nを見よ」。グ

レイがコメントしているように「望まれていることはすべての物の全滅であり、破壊の埃から公平

な都市が出現するだろうと信じている。そしてそのような望みに勇気付けられて、バブーフはどれ

だけ陽気に騒動を待っていることか」。前掲書, p.105。 

［３７］カベーは傑出したフランスの法律家でコルシカ島の司法長官であったけれども、フランス

政府に対する急進的な姿勢のために追放された。カベーは機関誌を発行した後に、１８３０年代に

亡命してロンドンに逃亡し、初めのうちはオーウェン派になった。カビーの国籍にもかかわらず、

その本は元々英語で書かれて出版され、フランス語訳は翌年に出版された。革命的な共産主義者よ

りはむしろ友好的な共産主義者のカベーは、１８４８年から８年後に死ぬまで、様々な計画で空想

主義的な共同社会を合衆国で設立しようとしたが失敗した。 

［３８］Billington, Fire in the Minds, p . 243。 

［３９］Billington, Fire in the Minds, p. 257。 

［４０］Billington, Fire in the Minds, p. 251。 

［４１］David McLellanによる標準的なマルクスの伝記、Karl Marx: His Life and Thought (New 

York: Harper and Row, 1973), p. 118 を見よ。 

［４２］J. 1. Talmon, Political Messianism: The Romantic Phase (Nev';York: Praeger 1960), p. 

157を見よ。 

［４３］フリードリヒ・エンゲルスは、ドイツのラインラントのバーメン地方から来た、確固とし

た敬虔主義者の主要な産業家で絹製造業者の息子であった。バーメンはドイツの敬虔主義の主要な

中心地の１つで、エンゲルスは厳格な敬虔主義のしつけを受けた。１８３９年までに敬虔主義者と

して、そしてヘーゲル派として、エンゲルスはベルリン大学に進学し、１８４１年までに若いヘー

ゲル派になり、マルクスと同じサークルに入り、１８４４年に親友になった。 

［４４］詩は主として、マルクスのベルリンでの最初の数か月間の１８３６年と１８３７年に書か

れた。２つの詩は１８４１年の Berlin Atheneumにあり、マルクスが初めて出版した著作の構成要

素である。他はほぼ失われている。 

［４５］Richard Wurmbrand, Marx and Satan (Westchester, Ill.: Crossway Books, 1986), pp. 
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12-13. 

［４６］Oulanemの完全な翻訳テキストのために、Robert Payne, The Unknown Karl Marx (New 

York: New York University Press, 1971), pp. 81-83を見よ。また、詩についてと救世主主義者とし

てのマルクスについての優れた著作が、Bruce Mazlish, The Meaning of Karl Marx (New York, 

Oxford University Press, 1984)である。 

ウォムブランド牧師が指摘しているように、Oulanemは聖書からのイエスの名前であるエマニュエ

ルの置き換えであり、そのような神聖な名前の置き換えは悪魔カルトでは普通の行いである。しか

しながらマルクスがそのようなカルトのメンバーであったという実際の証拠は何もない。

Wurmbrand Marx and Satan, pp. 13-14及び諸所。 

［４７］B, F. Trentowski, The Relationship of Philosophy to Cybernetics (Poznan, '1843)。その中

で著者はまた新しく出現する形の人間を変える合理的な社会技法のために、サイバネティックスと

いう言葉を作り出した。Billington, Fire in the Minds, p. 231を見よ。 

［４８］Billington, Fire in the Minds, p. 225。

［４９］Tucker, Philosophy and Myth, p. 101。 

［５０］Thcker, Philosophy and Myth, p. 105。 

［５１］社会主義から立ち去り自由に向かう現代のハンガリーにおける支配的な知識人はマルクス

の「市民社会」の概念を、彼らが「集団的」で「共同の」社会から立ち去って向かっているもので

あると賞賛しているのは皮肉でありすごく面白い。 

［５２］Thcker, Philosophy and Myth, p. 15。 

［５３］シュタインは保守的なヘーゲル派の君主制主義者で、フランスではびこるようになった社

会主義と共産主義の新しい教義をかき乱す研究をするために、プロシア政府によって指名されてい

た。マルクスは翻訳されていないままのシュタインの本、Lorenz von Stein, Der Socialismus und 

Communismus des heutigen Frankreichs (Liepzig, 1842)に「精巧なテキストへの親しみ」を示し

た。シュタインはウィーン大学で財政と行政学の教授として充実した年を過ごした。Thcker, 

Philosophy and Myth, pp. 114-17を見よ。 

［５４］Tucker, Philosophy and Myth, p, 155に引用された。 

［５５］Tucker, Philosophy and Myth, pp. 155-56。 

［５６］Thomas Molnar, "Marxism and the Utopian Theme," Marxist Perspectives (Winter 
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