
「「あたかもすでに自由であるかのように」——デヴィッド・グレーバーの遺産をどう継承

するのか？」 

ルネサンス研究会 2021/12/11 酒井 隆史 

 

1）サパティスタ以降の世界の民衆運動——「あたかもすでに自由であるかのように」 

2）アナキズムとマルクシズム——「コミュニズム」概念について 

3）ラディカルな知識人（非前衛主義的革命的知識人）の役割→なぜ人類学か？ 

4）ロジャヴァ革命との関係 

5）この地点から日本をふり返れば 

6）想像力の中心から国家を追い払うこと 

 

資料 

「もう一つの世界は可能だ」という言葉がある。1990 年代後半からゼロ年代にかけて世界

的に展開した「グローバル・ジャスティス運動」のスローガンである。 

 その時、世界では、巨大企業や金融、先進諸国の政府が結託して、途上国に膨大な負債を

押しつけ、融資や返済の緩和の条件として、社会保障や医療教育予算の削減、貿易の自由化、

国内の規制緩和を要求していた。もちろん犠牲になるのはその国の特に弱い立場にあるひ

とである。のみならず先進国内でもおなじことが進んでいた。これが冷戦終結後、つかの平

和の幻想がさめたあとの冷厳な現実だったのである。 

労働者階級の両親をもつ NY っ子のデヴィッド・グレーバーは、人類学と歴史学に惹かれ、

一二歳の頃にマヤ文字の解読に熱中する。ハーバード大学のマヤ学者の目にとまり将来が

約束されるものの、シカゴ大学で人類学を専攻した。博士論文を書き終えた頃、グローバル・

ジャスティス運動と遭遇する。1999 年のシアトルの反乱である。アメリカ圏の貿易自由化

に反対して WTO 総会の開催地シアトルに世界中の人びとが集まった。そして、先住民、自

然保護団体や女性の権利組織、労働組合、若者たちが集まって激しい抗議行動をくり返した。

その結果この WTO のもくろみは撤回されることになる。 

 たまたまこの運動に飛び込んだかれが目にしたのは、多様な思想信条をもった人々が、長

い時間をかけて合意を形成しながら、みなのやりたいことを最大限に発揮しようとする実

践だった。「あたかもすでに自由であるかのように」対等な関係のうちにたがいを尊重し合

う世界を形成する試みがそこにあったのだ。クエーカー教徒やフェミニスト、アナキストた

ちが時間をかけて養ってきた作風だった。グレーバーの目に、マダガスカルでのフィールド

ワークで遭遇した共同体のありかたが重なった。かれがそこで観察したのは、手の込んだ合

意形成過程と国家機能のほぼ停止したなかで自律空間をいとなむ共同体だったのである。 

 運動への関与をつづけながら、かれは人類学やその領域を超えるすぐれた研究や文章を

次々と発表する。2011 年には全米を席巻した「オキュパイ運動」に飛び込みながら、「負債」

を人類史的に考察した長大な著作を公刊する。人類学者というより古典的人文学者として



の力量をみせつけた『負債論』は、「味気ない」専門知識の縦横無尽の駆使にもかかわらず

ウィットに富んだ語り口で国際的ベストセラーとなり、「最も影響力ある国際的知識人」の

一人となった。その後も沸騰する泉のように意表をつくアイデアを著作に結実させていっ

た。『官僚制のユートピア』では、現代がイメージに反して人類史に類をみない「全面的官

僚制化」の時代であることを鮮やかに示してみせた。『ブルシット・ジョブ』では、これも

イメージに反して「クソどうでもいい」仕事であふれそれが人びとを苦しめている現代世界

像を提示して世界的な反響を呼んだ。さらに未刊、未訳の重大なテキストも多数残っている。 

かれの死は、そんな未踏の高みにまで上昇していく知的冒険の只中のものだった。 

その死を悼む声は世界中から響いてくる。研究者のみならずかれに接してきた世界中の

闘う人々からである。かれの知的活動は「この道（資本主義）しかない」というポスト冷戦

イデオロギーに断固として抗い、人類のもつはてしない可能性を開いてみせるものだった。

かれの仕事に専門領域を超えた普遍性を与えていたのは、その可能性への確信だったこと

はまちがいない。 

その早逝がアカデミズム内外の人々にショックを与えている理由のひとつは、かれが「こ

れからはじまる時代」の人だったことである。かれは、崩壊しつつあるこの世界の行く末に

わたしたちが慄くなかで、広大な視野と強靱な知性の裏づけをもって楽天的に来るべき世

界の礎をこつこつと築いていた。その途上だったのである。 

それでも、かれの教えてくれたものは多くの人の胸に残った。いつだって目を見開いて、

この世界にひしめく可能性をみつめてみることが大切だということ。だれも暴力をもって

服従を強いられることなく、対等に、たがいを尊重して生きられる自由な世界、そんな「も

う一つの世界は可能だ」ということ。それである。 

 

—— 

1）サパティスタ以降の世界の民衆運動——「あたかもすでに自由であるかのように」 

 

2）アナキズムとマルクシズム——「コミュニズム」概念について 

 

・アナキズムとはなにか？ 

「それではアナキズムとはなんだろうか？ 

 実際に、この用語は単純に「支配者の不在」を意味している。デモクラシーの場合とおな

じように、アナキズムの歴史を語るには、二つの異なった方法がある。かたや、「アナキズ

ム」という言葉の歴史を参照することができる。それは 1840 年にピエール・ジョゼフ・プ

ルードンによって造語され、19 世紀後半の中央ヨーロッパの政治的運動によって採用され

た。世界中に拡散する以前に、ロシア、イタリア、そしてスペインでとりわけ強力になって

いた。かたや、アナキズムをわたしたちは、はるかに広範に及ぶ政治的感性とみなすことも

できる。 



 いずれの意味においても、アナキズムを説明するためのもっともかんたんな方法は、それ

を、真に自由な社会の実現を目標とする政治運動と定義することである。ここにおいて「自

由な社会」とは、人間の切り結ぶ相互関係が恒常的な暴力の脅威によって強制されることの

ないものであるような、そのような社会である。歴史の教えるところによれば、富の巨大な

不平等、そして奴隷制、負債懲役制、あるいは賃労働制のような諸制度は、軍隊、監獄、そ

して警察によって支えられるときにのみ存在しうるということである。レイシズムやセク

シズムのような根深い構造的不平等ですら、究極のところは実力による脅威（より微細で巧

妙であるような）に基盤をおいている。それゆえアナキストたちは、人間が自由に相互に連

合しあい、はてしなく多様なヴィジョン、プロジェクト、人生における価値とはなにかを追

求することのできるような、そのような平等と連帯に基礎をおく世界を構想するのである。

アナキズムの社会においてどのような組織が存在しうるのかを問われるとき、わたしはい

つもこう答える。わたしたちのいまの想像力では多数をあげることはできないでしょうが、

わたしたちの想像力がえがくことのできる組織形態のすべてです。ただし、ひとつの条件が

あります。その社会には、武装した人間を召集して、「つべこべいわずに、わたしのいうこ

とを遂行せよ」というような権原をもった人間がまったくいないというこです、と。 

 この意味で、アナキストはつねに存在してきた。つまり、押しつけられた権力ないし支配

のシステムに対峙した集団が、それに激しく抵抗した結果、あらゆる形態の権力や支配から

も自由に関係をむすびあう方法を想像しはじめる、こういった事態は、おおよそほとんどの

時代にみいだすことができるのである。そうしたプロジェクトはおおよそ歴史に埋もれて

いる。だが、おりにつれ、なんらかの証拠資料が不意にあらわれることがある・・・」

（“Democracy Project”より）。 

 

・おなじ目標と根本的差異 

「マルクシズムは同時期にひとつの政治哲学としてあらわれた。とりわけその初期におい

て、マルクシズムはアナキズムとおなじ究極の目標を求めていた。すなわち、自由な社会、

あらゆる形態の社会的不平等の廃絶、職場の自主管理、国家の解体である。しかし、第一イ

ンターナショナルの形成をめぐる論争からこのかた、中核をなす違いがある。ほとんどのマ

ルクシストは、国家権力を奪取すること——それが投票であろうとそれ以外の手段であろ

うと——、そして国家の機構を社会の変革のために利用することが必要であると主張した。

この議論は、以下のようにつづく。すなわち、この変革を推し進めるならば、こうした機構

はついには不要となり、端的に消え去ってしまうだろう、と。すでに 19 世紀の時点で、ア

ナキストたちはこれが空想であると指摘していた。アナキストによれば、戦争のための訓練

によって平和を生み出すことはできないし、トップダウンの命令の連鎖によって平等をも

たらすこともできない、さらにいうと、あらゆる個人的な自己実現や自己達成を大義のため

に犠牲にする歓びなき陰鬱な革命家になることで人間の幸福を可能にすることもできない。

目的は手段を正当化しないというだけではなく（目的が手段を正当化しないのは、いうまで



もないのだが）、手段がそれ自体つくりだしたいと望む世界のモデルでないとしたら、目的

を達成することはありえない、というのがアナキストの主張であった。「古い社会の外殻の

なかにあたらしい社会をつくりだすこと」に着手しようというアナキストの有名な呼びか

けは、ここに由来するのである。このあたらしい社会の創設は平等主義的実験をもっておこ

なわれる。具体的にはヒエラルキーを設けない学校（スペインのエスクエラ・モデルナやア

メリカ合衆国におけるフリースクール運動）から急進的労働組合（フランスの CGT,スペイ

ンの CNT, 北アメリカの IWW）からはてしなく多種多様なコミューン（1851 年ニューヨ

ークのモダンタイムス・コレクティヴから 1971 年のデンマークにおけるクリスチアニティ

まで。そしてイスラエルのキブツ運動。これはもともと主要にはアナキズムに触発された運

動であるが、おそらくそうした実験からのもっとも著名で成功した派生物である）である」

（“Democracy Project”より）。 

 

・マルクスにおけるコミュニズム 

「「コミュニズム社会のより高度の段階で、すなわち諸個人が分業に奴隷的に従属すること

がなくなり、それとともに精神労働と肉体労働との対立もなくなったのち、労働がたんに生

活のための手段であるだけでなく、労働そのものが第一の生命欲求になったのち、個人の全

面的な発展にともなって、またその生産諸力も増大し、協同的富のあらゆる泉がいっそう豊

かに湧きでるようになったのち———そのときはじめてブルジョア的権利の狭い限界を完

全に踏みこえることができ、社会はその旗の上にこう書くことができる。各人はその能力に

応じて、各人にはその必要に応じて！」1。 

 

 ここではとても大切なことがいわれているのですが、そのまえに、この段階の手前にマル

クスが想定していた論理をみておきます。 

 

「・・・このコミュニズム社会は、あらゆる点で、経済的にも道徳的にも精神的にも、その

コミュニズム社会が生まれでてきた母胎たる旧社会の母斑をまだおびている。したがって、

個々の生産者は、彼が社会にあたえたのと正確に同じだけのものを——控除をしたうえで

——返してもらう。個々の生産者が社会にあたえたものは、彼の個人的労働量である」2。 

 

 つまり、マルクスはコミュニズムをここで二段階にわけて考えていたわけで、低次のコミ

ュニズムの段階では、まだ、それまでの社会の残滓があるために、ひとが獲得するものは、

そのひととの支出した労働力に等価のもの、等しく支出された労働力のものとみなされて

 

1山辺健太郎訳「ゴータ綱領批判」 『全集』19 巻、大月書店、21 頁［訳文に

は変更を加えている］ 

2 20 頁。 



います。マルクスは、資本主義社会のもとでは、ひとは「こっくりさん」をやっているよう

なものだと考えていました。つまり、わたしたちは、なにをどう製造しているのか、どこで

どう売られているのか、どこまで利潤が生まれているのか、どのようにじぶんに分配されて

えいるのか、みずからの生産物が社会的にどのような意味をもっているのか、なぜこの商品

はこの価格なのか、ほとんどなにも知らないまま、みずからの労働力を商品化し、貨幣とい

うかたちでの報酬に動かされて生きています。ところが、この低次のコミュニズムにおいて

は、すでにわたしたちはそういう段階を脱しています。社会は、わたしたちがともに協働す

ることで動いているし、わたしたちはそれにどのようにどの程度貢献しているのかはみえ

るようになっています。しかし、それはまだ価値法則に支配されている、つまり、わたした

ちの具体的な活動が抽象化され一般化される仕組みのもとにおかれているのです。要する

に、じぶんが対価としてうるものは、じぶんが労働として与えた分量に等しいとされるので

す（たとえば、4 時間分働いたからその分の労働証書をもらって、それを使って、べつの 4

時間分の労働量の投入されたモノと交換するとか）。あとの論理でいえば、これは交換の論

理に支配されているわけです3。 

 それに対して、この「ブルジョア的権利の狭い限界を完全に踏みこえる」ことができたと

き、「各人はその能力に応じて、各人にはその必要に応じて！」という、本来のコミュニズ

ムの論理によってはじめて、社会は支配されるのです。そこではひとはみずからの能力に応

じて、ということは、ひとはみずからの裁量によって、つまり能力のおもむくままにはたら

くのですが、その対価は、そのはたらきとは無関係となるのです。ここでは等価の原理その

ものが作動していません。これがコミュニズム、というより、コミュニズムの社会のなかで

可能になる原理なのです。なにかとんでもないことをいっているようにみえるかもしれま

せんが、しかし、たとえば限界だらけだとしても、現代の健康保険の考えにはこのような発

想が反響していることはあきらかです。そこでは、はたらけるだけの能力のある者がはたら

いて、病気ではたらけないものは必要なものを受け取るといった考えがあることがわかる

でしょう。あるいは、労働組合がどのように機能しているかを考えてみてもよいでしょう。

ある職場で、その職務に適合した能力をもつ「有能」なひととそうでない「無能」なひとの

区別はかならず生まれます。そのような「能力」の差異、すなわち労働者間の「生産への寄

与」によってヒエラルキーが設定されることを阻止することに労働組合の重大な機能があ

ります。アナキストのクロポトキンの言葉を用いれば、いわば「相互扶助」的要素です」（酒

井「『負債論』におけるコミュニズムと革命」『情況』第 2 巻、第 1 号、2019 年）。 

  

 

3 ちなみに、これはしばしばコミュニズムに先立つソーシャリズムの段階とみなされている

が、マルクス自身はそのような区分をおこなっていない。それをおこなったのはレーニンで

ある。 

 



・対するグレーバー→「基盤的コミュニズム」の概念（『負債論』） 

→【14】「クロポトキンは、疎外された労働者が失ったものがなんであるかを正確に理解す

ることを目指した。コミュニズムは、維持することが不可能な抽象的で遠い理想ではなく、

程度の差こそあれ、わたしたち全員が日々取り組んでいる生きた現実であり、工場でさえも

コミュニズムなしには運営できないことを理解することを意味している」。 

 

→【15】これ［マルクスとクロポトキンを補完的に考えること］は価値ある知的プロジェク

トである。けれども、なぜかほとんどだれもそれを実行しようとしない。ヒエラルキーと搾

取の関係がどのように再生産され、拒絶に遭遇し、相互扶助の関係と絡み合っているのか、

ケアの関係がどのように暴力の関係と連続しているのか、暴力のシステムが完全に崩壊し

ないように支えているのか。 

 

3）ラディカルな知識人（非前衛主義的革命的知識人）の役割→なぜ人類学か？ 

→【13】「『相互扶助論』の重要なパラグラフのひとつで、クロポトキンは次のような提案を

している。ラディカルな学者の役割は、「抗争と団結の本来［のあるべき］割合を回復する

こと restore the real proportion between conflict and union」だ、と。これだとあいまいに聞

こえるだろうが、クロポトキンは明確である。ラディカルな学者は、「過去の遺物に偶然保

存されている何千もの事実やかすかな兆候を詳細に分析し、現代の民族学の助けを借りて

それらを解釈し、かつて人間を分裂させていたものにかんして十分に学び、それを考慮に入

れたうえで、人間をつないでいた unite 諸制度をこつこつと再構築する」ことが求められて

いる、そういうのである」。 

 

→『断章』ではこういわれている。 

 

「民族学を実践するとき、人は人びとがすることを観察し、その行動の根底にある隠された

象徴的、道徳的、実用的な論理を誘い出そうと試みる。つまり人びとが自ら完全に意識して

いないような、彼らの習慣や行動の意味づけ方を理解しようとする。ラディカルな知識人の

ひとつの明白な役割は、まさにそれである。つまり実現性のあるオルタナティヴを創出しよ

うとしている人びとを見つめて、彼らが（すでに）やっていることのより大きな含蓄を把握

しようと努め、その成果を、処方箋としてではなく、寄与として、可能性として、つまり贈

与として、彼らに返すことである」（高祖岩三郎訳『アナキスト人類学のための断章』48−

9 頁）。 

 

→『負債論』2014 年版あとがき、では 

 

「壮大な比較研究の試みこそが、いまの時代に必要とされているとおもわれた。それに



は二つの理由がある。第一に（そしてもっとも明白なこととして）、本書でふれてきた

ように、わたしたちの集合的想像力が崩壊してきていること。あたかも、近年の技術の

進歩と高まる社会的複雑性が、わたしたちの政治的、社会的、経済的可能性を拡張する

どころか、＃縮小＃させていると信じるよう、わたしたちがみちびかれているかのよう

なのだ。それらは人々の視野【ルビ、ヴィジョン】を解き放つかわりに、いかなる種類

の予見的政治をも不可能にしてきた。だから人類史の幅広い拡がりを取り込む試みこそ

が、人間が過去においてどれほど多くのやり方で政治的、経済的生活の構成を基礎づけ

てきたかを必ずやあきらかにし、そうすることでわたしたちの未来への視座の拡張のた

めの一助となってくれるだろう」。 

 

4）ロジャヴァ革命との関係 

以下は、デヴィッド・グレイバー（David Graeber）の「なぜ世界はシリアの革命的クルド

人を無視するのか？（Why is the world ignoring the revolutionary Kurds in Syria?）」

の部分的な試訳（2014年 10月 9日付ガーディアン） 

 

———— 

 

「1937 年、私の父親は、スペイン共和国の防衛に立つべく、国際旅団に志願した。フ

ァシスト志望者によるクーデターは、労働者の蜂起によって一時的に食いとめら れ、

アナキストや社会主義者がその先鋒をつとめ、スペインの大半で、正真正銘の社会

革命が起き、都市全体を直接的な民主的管理のもとに、産業を労働者による管理の

もとにおき、女性の急進的なエンパワーメントにみちびいた。 

スペインの革命家たちがのぞんだのは、世界全体がそれにつづきうる自由な社会

の展望をつくりだすことであった。それに対し、世界の強国たちは、「不干渉」の方針を

宣言し、共和国への厳格な 国境封鎖を継続した。ヒトラーやムッソリーニが、建前

上、不干渉協定への参加国であるにもかかわらず、ファシスト側の強化のために部隊

や武器をつぎこみは じめたあとですら、そうだった。その結果は、数年にわたる内戦



であり、革命の鎮圧で終わり、血塗られた 20世紀のうちでももっとも血塗られた大量

虐殺の一例となったのである。 

私は自分の人生で、おなじようなことがふたたび起こるとは考えてもみなかった。い

うまでもなく、歴史上の出来事は現実にはくり返し起きることはない。1936年のスペイ

ンで起きた出来事と、現在、北シリアの主としてクルド人の占める三つの地区 で起き

ている出来事のあいだには多数の違いがある。しかし、いくつかの類似点もとても目

を惹き、とても痛ましくもあるので、多くの点でスペイン革命の刻印 を負っていた家族

で育った者として、次のように発言するのは義務であるように感じるのである。すなわ

ち、私たちは二度とおなじ轍をふませてはならない、 と。 

いまあるようなロジャバの自治地区は、シリア革命の悲劇からあらわれた数少ない

あかるいスポット————き わめて光彩を放つそれであるが————の一つである。2011

年にアサド体制の代理人を放逐してから、近隣地区のほとんどすべての敵意にもか

かわらず、ロジャバはその独立を維持しているだけではなく、それ自体が注目すべき

民主主義的実験なのである。人民集会（popular assemblies）が、最終的な意思決定

組織として設立され、注意深く配慮されたエスニックなバランスをもって評議会が選抜

されている（どの自治体で も、たとえば、トップの三人の役人には一名のクルド人、一

名のアラブ人、一名のアッシリア人かアルメニア人クリスチャンがふくまれなければな

らないし、そ のうちの一人は女性でなければならない）。女性や若者の評議会があ

る。スペインの武装したムヘリス・リブレス（Mujeres Libres、自由な女）を彷彿とさせ

る、フェミニスト部隊である「YJAスター」部隊（「自由な女性たちの組合」という意味。

ここでのスターは、古代メ ソポタミアの女神イシュタルを指している）は、ISの部隊に

対する戦闘活動の大部分を担っている。 

どうしてこん なことがありえたのだろうか、そしていまだ国際社会はおろか、国際的

左翼にすらほとんどまったく無視されている、などということがどうしてありうるのだろ 

うか？ おそらく、主要な理由は、ロジャバ革命党、PYDがトルコのクルド労働者党

（PKK）連携しているからだろう。PKKは、マルクス主義的ゲリラ運動であり、1970年

代以来、トルコ国家に長期にわたる戦いをいどんでいる。NATO、アメリカ合衆国、EU

は公式にかれらを「テロ」組織と位置づけている。他方で、左翼のほとんどはかれらを

スターリニストとみなしている。 

しかし、かつてのレーニン主義的トップダウン型政党の面影は、いまの PKKにはま

ったくない。組織内の展開と、1999年以来トルコのある島の監獄に拘禁されている創

設者アブドッラー・オジャランの知的転回によって、目標も戦術も完全に変化してい

る。 

もはやクルド国家の建設は目標としないと PKKは宣言している。そのかわり、社会

的エコロジストでありアナキストのマレイ・ブクチンの思想に部分的に触発さ れなが

ら、PKKは「リバタリアン自治主義」の展望を採用し、クルド人に、直接民主主義の原



理にもとづく、自由で、自己統治するコミュニティの形成を呼び かけている。クルド人

は国境を越えて結集せよ、というのである————やがてますます国境は意味を失うこ

とが期待されている。このようにして、かれらは、 クルド人の闘争が、真の民主主義、

協同的な経済、官僚主義的国民国家の漸進的な解消にむけての世界規模の運動に

とって、一つのモデルとなりうる、と提起し ているのである。 

2005年からこのかた、PKKはチアパスにおけるサパティスタの蜂起の戦略に刺激を

受けて、 トルコ国家に対して一方的な停戦を通告し、すでに統制下にあった地域の

民主主義的構造を発展させることに全体重を傾けることになる。これらがどこまで真

剣 なのか、疑うむきもある。そこに権威主義的要素が残存しているのはあきらかで

ある。しかし、ロジャバ、すなわち、シリア革命によって、クルド人の急進派が 広域に

わたる近接地域でそうした実験をおこなう機会をあたえられたロジャバであるが、そこ

で起きていることは、これが決して粉飾ではないことを示してい る。評議会、集会、人

民部隊が形成され、地域の資産は労働者の管理する協同組合に委譲された————こ

れらすべてが ISISのような極右勢力による継続的 な攻撃にもかかわらず進行して

いるのである。これらの成り行きはいかなる点からしても社会的革命と呼ぶにふさわ

しい。中東においては、すくなくとも、こう した努力は注目されてきた。PKK とロジャバ

の勢力が介入し、イラクにおける ISISの占領地域で成功裏に戦いぬき、クルド・ゲリ

ラ組織のメンバー （peshmerga）が戦場から撤退したあとシンジャール山に捕縛され

ていた多くのヤジディ教徒を救出したあとはとりわけそうである。これらの行動はこ 

の地域で広く称えられたが、しかし、注目すべきことにヨーロッパや北アメリカのメディ

アではほとんど報じられることはなかった。 

現在、数十機の US製戦車とイラク軍から奪った重砲で武装した ISISが舞い戻り、

コバニの革命的戦士の多数に復讐をしかけている。全民間人の殺戮と奴隷化 ———

—そう、字義通り奴隷化なのだ————を求めていることを、かれらは公に宣言してい

る。その一方で、トルコ軍は国境にとどまり、増援部隊や攻撃手段 が防御側に届くの

を妨害しているし、米軍の航空機はさわがしく頭上を飛び回り、たまにシンボリックな

おざなりの攻撃をくり出している————どうみても、 交戦相手であると宣言しているは

ずの集団によって、偉大な民主主義的実験の防衛者たちが鎮圧されているのをやり

すごしているとしかいいようがない。 

フランコの皮相なまでに敬虔で残忍なファランヘ党と、今日、重なるものがあるとした

ら、それは ISIS以外のなんであろうか？ スペインのムヘリス・リブレスと重なるもの

があるとしたら、コバニのバリケードを防衛する勇気ある女性たち以外のだれがいよ

うか？ はたして世界は歴史がくり返してしまうのを本当に 許してしまうのか？」 

 

 

「『相互扶助論』ではじめて語られた諸アイデアの政治的妥当性は、地球上の社会運動の新世代



によって再発見されている。北東シリア民主連邦（ロジャバ）で進行中の社会革命は、マレー・

ブックチンの著作を介して社会的エコロジーや協同組合的連邦制にかんするクロポトキンの著

作から大きな影響を受けておいる。もちろん、その影響には、クロポトキンそのものに立ち戻る

ことからのものひとつはあるし、さらに、大部分はかれら自身のクルド的伝統と革命的経験から

汲み取られたものでもある。クルドの革命家たちは、資本主義的近代の知識構造に対抗するあた

らしい社会科学を構築するという課題を負っている。自由の社会学やジネオロジの集合的なプ

ロジェクトに関与している人々は、実際に「人間や闘争をつないでいた unite 諸制度をこつこつ

と再構築する」しはじめているのだ」。 

 

5）この地点から日本をふり返れば 

→2010 年代に深化した「中道のエキストリーム化」 

【6】「当時のダーウィニズムは、それでも常識を再構築することを目標とした自覚的で戦闘

的な政治的介入であった。中道派の反乱といってもいいし、あたらしい中道の形成を目標と

していたので、中道派志願の反乱といってもいい。それはまだ常識ではなく、あたらしい普

遍的常識をつくりだそうとする試みであった。ついに完全なる成功にはいたらなかったと

したら、それはクロポトキンの反論の力が大きかったからだといえるだろう」。 

 

→人文社会科学的知の政策化→それに対してグレーバーの「反政策」 

 

「「政策」という観念は、他者におのれの意向を強要する国家あるいは統治機構を前提とし

ている。「政策」は政治の否定である。定義上、政策とは、人びとの問題について彼らより

も精通しているとされる特権階級的存在によってでっちあげられたものでなにものかであ

る。われわれが政策議論に参加することでえられるのは、せいぜいそれによる損傷を抑える

ことくらいである。その前提自体が、人びとが自らの問題を解決するという思想と反目して

いるのである」（『断章』45 頁）。 

 

→マルクシズム＋（ポスト）モダニズムの時間感覚から、アナキズムの時間感覚へ 

切断の連続として時間をイメージしないこと。 

革命をもそのような切断のイメージから剥がすこと。→これらの発想は「想像的全体性」の

仮構に由来している。 

 

→社会理論の役割 

「人びとが自由に自分たちの生活を統治しうる世界を実現する助けになろうとしている者

たちにとって、いったいどのような社会理論が有効なのか？」（『断章』より）。 

 

6）想像力の中心から国家を追い払うこと 



 「それでは、このようなコミュニズムの認識の転換が、わたしたちのこの社会の変革の構

想になにを意味するのでしょうか？ 

 まず、変革の問題を、トータルな切断としてイメージする必要がなくなります。といって

も、これは改良主義ではありません。むしろ根源的な変革をトータルな次元とむすびつける、

これまでの常識的な考えをしなくてすむということなのです。ここで革命という理念をも

ってくるならば、わたしたちは、革命という理念を手放すことなく、それを政治の次元にお

けるトータルな転覆——権力奪取や政府の支配、政治における多数派の獲得———と考え

なくてすむということです。グレーバー自身は、革命について、「大変動」といった「事象」

とみなすことをやめるよう提案しています。こうした革命の切断的イメージはまた、国家や

社会といった「想像的全体」の想定に由来しているのであって、このイメージを手放すとい

うことは、国家や社会についての想定そのものの変更を必要とすることになるでしょう。 

 この点について少しふれておきます。わたしたちの人生を織り成す現実の生地が、ときに

ぎくしゃくしながらのミクロな負う負わせる関係であるとすれば、そうしたありようにか

んして、つねに想像的全体性が分泌されます。わたしがあるのは父親のおかげ、宇宙のおか

げ、神のおかげ、国家のおかげ、会社のおかげ、社会のおかげ、といったふうにです。グレ

ーバーは、コミュニズムやヒエラルキーのような交換とは区別される関係であっても、人類

はつねにそれを以上のような互酬性（つまり交換）のタームでイメージする傾向があるとし

ています。たとえば、宗教や国民国家は、対的関係の平面を想像のなかで昇華させるなかで

あらわれる全体といえるでしょう。そして、社会理論は、ミクロな次元の事象をすべて、そ

のような総体への機能や総体のなかの論理の貫徹したものと捉える傾向があります。マル

クス主義の資本主義観も、そのような傾向においては例外ではありません。とはいってもグ

レーバーはそれをただしりぞけることをしません。そのような認識もとても重要なものな

のです。というのも、わたしたちのミクロな対的関係が、「全体」によって、程度の差はあ

れ構造化されたり、影響を受けているのはあきらかですし、それを無視することはまったく

ありえないのですから。そうした想像的全体と、対的関係によって形成される現実の平面の

ギャップを認識することが、とても重要なのです。くり返しになりますが、革命を大変動と

してイメージするふるまいは、この想像的全体とかかわりあっています。それに対して、革

命をこの想像的全体からミクロな行為の位相におきなおせば、おのずと局面は変わってく

るでしょう。たとえば、グレーバーは、近代社会以前の社会をふくめてすべての社会のうち

には、蜂起の空間が内包されると述べています。具体的にはこういうことです。グレーバー

がフィールドワークをおこなったマダガスカルのある地域では、さまざまの混乱の結果、実

態としての国家は機能しておらず自律空間が現出していました。ところが、それは外からは

わからないのです。グレーバー自身も、フィールドに入ってある程度の時間、観察してみえ

てきたというのです。というのも、実際には警察も役所も機能していないにもかかわらず、

ひとは通勤し、書類を処理するふりをしながら、それが機能している外見をつくりだしてい

たのです。だから外からはみえないのです。このようなかたちで、革命的事象はたえず生じ



ているのです。 

 かれの提案はこうです。革命を大変動とみなすことをやめて、「革命的行動とはなにか？」

という問いを発するべきである、と。「そうすればわれわれは、革命的な行動とは、権力と

支配の特定の形態を拒絶し、それに立ち向かいつつ、社会関係を（その集団の内部からさえ）

再構築する、あらゆる集団的な行為である、といえるだろう。革命的な行動は、必ずしも政

府を転覆することをめざす必要はない。権力を目前にして・・・・自律的共同体を創造する

試みは、まったく革命的な行動と定義しうるのだ。そして歴史が示しているように、こうし

た行動の継続的な積み重ねは（ほとんど）すべてを変革してしまうのだ」4。 

 このような視座の転換は、国家の想像力のもとに制約され、国家的なものをしばしばより

グロテスクな形態で再生産していた革命を、そのくびきから解放することにもなるでしょ

う」（「『負債論』におけるコミュニズムと革命」『情況』第 2 巻、第 1 号、2019 年）。 

 

 

 

【資料】 

デヴィッド・グレーバー／アンドレイ・グルバチッチ「新版クロポトキン『相互扶助論』（近

刊）序文」（https://truthout.org/articles/david-graeber-left-us-a-parting-gift-his-thoughts-

on-kropotkins-mutual-aid/） 

 

【1】ひんぱんとはいえないが、それでもときに従来の政治的常識を覆すような説得力のある議

論がシステムに衝撃を与え、反撃のための理論体系を構築することが［支配階級にとって］必須

となることがある。このような介入［常識を覆す議論の登場］は、それ自体が哲学的な意味での

出来事である。つまり、それによって、これまでほとんど不可視であった現実の諸アスペクトが

暴露される、そしていったんあきらかになると、もはや不可視に舞い戻ることは不可能になるほ

ど自明にものとなる、ということである。右翼知識人の仕事の多くは、このような挑戦を見極め、

それを阻止することにある。 

 

【2】3 つの例をあげてみよう。 

 

ヒューロン-ウェンダット族の政治家であるカンディアロンクは、ヨーロッパへの訪問の経験が

あり、フランス人、イギリス人入植者の社会を熟知していた。そのかれが、1680 年代、ケベッ

クのフランス人総督とその側近の一人であるラオンタン［男爵］と一連の討論をおこなっている。

そのなかでかれは、このような主張をおこなっている。すなわち、刑法はじめとする国家の全機

 

4 David Graeber, Fragments of an Anarchist Anthropology, Prickly Paradigm Press,2004（高

祖岩三郎訳『アナーキスト人類学の断章』以文社、2006 年、94 頁）。 

https://truthout.org/articles/david-graeber-left-us-a-parting-gift-his-thoughts-on-kropotkins-mutual-aid/
https://truthout.org/articles/david-graeber-left-us-a-parting-gift-his-thoughts-on-kropotkins-mutual-aid/


構が存在するのは、けっして人間の根本的な欠陥に起因するものではない。そうではなく私有財

産や貨幣といった制度が存在するからであり、それらの制度は、その性質上、強制的な手段が必

要となるような行動を人々に起こさせるものなのだ、と。平等であることが実質ある自由の条件

であると、かれは主張した。これらの議論はのちにラオンタンによって本にまとめられ、18 世

紀の最初の数十年に大成功を収めた。この本は戯曲化され、パリで 20 年間上演される。啓蒙主

義の思想家たちはこぞって、書き物において模倣した。やがて、こうした議論——そして、フラ

ンス社会に対するより広範な土着的批判 indigenous critique——が強力になったため、テュルゴ

ーやアダム・スミスのような既存の社会秩序の擁護者は、事実上、直接的な反撃として社会進化

という観念を発明するよう余儀なくされた。人間社会は、それぞれ固有の技術や組織形態をもつ

発展段階に応じて組織化されているという議論を最初におこなったひとびとは、それを隠しも

していなかった。「だれもが自由と平等を愛している」と、テュルゴーは述べている。問題は、

複雑な分業にもとづく高度な商業社会と、そのどちらをどれだけ両立させることができるか、で

ある。このようにして生まれた社会進化論は、19 世紀に一世を風靡し、現在も若干の修正を加

えながら、わたしたちの生活に深く浸透している。 

 

【3】19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、リベラル国家に対するアナキストの批判、すなわち、

法の支配は究極的には恣意的な暴力にもとづくものであり、究極的には道徳の外側に立ってい

るがゆえに、道徳を創造できる万能の神の世俗化されたバージョンにすぎないという批判が、国

家の擁護者たちによって真剣に受け止められた。その結果、カール・シュミットのような右翼の

法理論者たちが、ついにファシズムの知的武装をひねりだすにいたる。シュミットは、その最も

有名な著作である『政治神学』の末尾で、バクーニンを激しく論難している。すなわち、バクー

ニンによる「決断主義」——法秩序を形成するだけでなく、それを破棄することもできる恣意的

な権威——の拒絶は、バクーニンが批判しているつもりのその権威とほとんどおなじくらい恣

意的なものだ、と。現代の右翼思想のほとんどすべての基礎となっているシュミットの政治神学

の概念そのものが、バクーニンの『神と国家』への応答の試みだったのである。 

 

【3】クロポトキンの『相互扶助論』の突きつけた挑戦は、それよりもまちがいなく深い。なぜ

なら、それはたんに政府の性質についてだけではなく、自然の性質、つまり現実そのものについ

てのものだからである。 

 

【4】社会進化論、そしてテュルゴーが最初に「進歩 progress」と名づけたものは、土着的な批

判の挑戦を和らげる方法としてはじまったかもしれないが、すぐにより凶暴な形態をとりはじ

めた。ハーバート・スペンサーのような筋金入りの【筋金入りにルビ、ハードコア】リベラル派

は、社会進化をたんに複雑化、分化、統合の問題としてではなく、ホッブズ的な生存競争の一種

として表現しはじめたのである。「適者生存」という言葉は、実は 1852 年にスペンサーが人類

史を説明するため、そしておそらく究極的にはヨーロッパ人による大量殺戮や植民地主義を正



当化するために造語したものである。ダーウィンが「種の起源」で、ガラパゴス諸島への有名な

探検で確認した自然淘汰の形態を説明するためにこの言葉を使ったのは、その 10 年後のことで

ある。クロポトキンが執筆していた 1880 年代から 90 年代にかけて、ダーウィンの思想は、ダ

ーウィンの「番犬」トマス・ハクスリーやイギリスの博物学者アルフレッド・ラッセル・ウォレ

スなどの市場リベラル派によって取り入れられ、自然史のいわゆる「グラディエーター的見解」

として提唱された。種は、リング上のボクサーや市場の債券トレーダーのように競い合い、強い

ものが勝つ、というわけだ。 

 

【5】クロポトキンによる応答——自然淘汰においては競争よりも協働のほうが決定的に重要で

あるという——は、けっしてオリジナルではない。しかし、かれはそのようなふりをしたことは

ない。実際には、かれ自身のシベリア探検をふくめ、当時入手可能な最高の生物学、人類学、考

古学、歴史学の知識を活用していただけでなく、かれがいうように、イギリスのウルトラ競争主

義的学説は「不条理の組織」にもとづいているとみなす、ロシアのオルタナティヴな進化論の学

派も参考にしていた。クロポトキンいわく、「ケスラー、セヴェルトソフ、メンツビル、ブラン

トといった 4 人の偉大なロシアの動物学者と、5 人目のそう偉大ではないポリアコフ、そして最

後にわたし、ただの旅行者」といった面々である。 

 

【6】それでも、クロポトキンの功績は認めなければならない。かれは「ただの旅行者」ではな

かったのだ。このような人物たちは、帝国の全盛期にあってイギリスのダーウィン派に黙殺され

ていたし、実のところ、それ以外のほとんどの人にも無視されていた。ところが、クロポトキン

の威嚇射撃はそうではなかった（Kropotkin’s shot across the bows was not）.。その理由のひと

つは、クロポトキンがみずからの科学的発見をより大きな政治的文脈のなかで提示したからで

ある。このクロポトキンの議論は、支配的なダーウィン主義の議論を、それ自体が、自明なもの

とされたリベラルなカテゴリーの無意識の反映でないとはいえなくするようなものであった。

(マルクスの有名な言葉にあるように、「人間の解剖学は、猿の解剖学への鍵である」）。それは、

商業階級の見解にすぎないものを普遍的なものへと飛躍させる試みである、と。当時のダーウィ

ニズムは、それでも常識を再構築することを目標とした自覚的で戦闘的な政治的介入であった。

中道派の反乱といってもいいし、あたらしい中道の形成を目標としていたので、中道派志願の反

乱といってもいい。それはまだ常識ではなく、あたらしい普遍的常識をつくりだそうとする試み

であった。ついに完全なる成功にはいたらなかったとしたら、それはクロポトキンの反論の力が

大きかったからだといえるだろう。 

 

【7】このようなリベラルな知識人がなにを不安に感じていたかを知ることはむずかしいことで

はない。『相互扶助論』の有名な一節を考えてみよう。この一節は全文引用するに値するものだ。 

 

（略） 



 

【8】その反響の大きさを考えればわかるだろう。社会生物学と進化心理学という少なくとも 2

つの学問分野（重複しているが）は、動物間の協働にかんするクロポトキンの指摘とドーキンス

いうところの「利己的遺伝子」によって人間は究極的に動かされているという仮定とを両立させ

ることをとくに狙って形成されたものである。イギリスの生物学者 J.B.S.ハルデンは「2 人の兄

弟、4 人の異母兄弟、8 人のいとこ」を救うためには命を捨てることも厭わないと述べたと伝え

られているが、それはカンディアロンクを牽制するために進歩が発明されたように、あるいはバ

クーニンを牽制するために例外状態の教義が発明されたように、クロポトキンに応答するため、

あらゆるところで導入された「科学的」計算方法をオウム返しにしているにすぎないのである。

「利己的遺伝子」という言葉は、偶然に選ばれたものではない。クロポトキンは、利己主義とは

正反対の自然界の行動をあきらかにした。現在、ダーウィニストのゲーム全体が、最も遊び心の

ある、愛情深い、気まぐれな、英雄的な自己犠牲の精神に充ちた社会的行動でさえも、結局は利

己的であると主張しつづけるために理由を見つけることから成っている。 

 

【9】クロポトキンの理論が提示する課題の大きさに対応しようとする右翼知識人の努力は理解

できる。すでに指摘したように、これこそがかれらの課題なのだから。だからこそ、かれらは 「反

動」"reactionaries "と呼ばれるのである。かれらは、政治的な創造性をそれ自体の価値として本

気で信じてはいない。むしろそれを深く危険視している。その結果、右翼知識人は、主に左翼の

アイデアに応答するために存在しているのである。それでは、左翼知識人は、どうだろう？ 

 

【10】ここが少し混乱しているところだ。右翼知識人は、クロポトキンの進化論的ホーリズムを

無力化するために、知的体系全体を発展させようとしていたが、マルクス主義左派は、かれの介

入などなかったかのようにふるまった。クロポトキンが協同組合的連邦主義を強調したことに

対するマルクス主義者の反応は、マルクス自身の理論のうちでも［クロポトキンからは］最も鋭

角に相反する側面、つまり最も生産主義的で進歩主義的な側面をさらに発展させることだった、

といってもいいかもしれない。『相互扶助論』からえられる豊かな洞察は、せいぜい無視され、

最悪の場合には、見下したような嘲笑で一蹴されてしまった。著名な生物学者であるスティーブ

ン・ジェイ・グールドが、有名なエッセイで「クロポトキンは狂人ではない」と主張せざるをえ

なかったほど、クロポトキンの「救命ボート社会主義」や「素朴ユートピア主義」を嘲笑する傾

向が、マルクス主義の学問、ひいては左派の学問全般に根強く残っていたのである。 

 

【11】このような戦略的却下には、2 つの可能性がある。ひとつは純粋なセクト主義。すでに述

べたように、クロポトキンの知的介入は、より大きな政治的プロジェクトの一部であった。19 世

紀末から 20 世紀初頭にかけて、福祉国家の基礎が築かれたが、その主要な制度は、実際には、

国家とはまったく無関係に相互扶助グループによってつくられたものがほとんどで、その後、

徐々に国家や政党に取り込まれていった。この［取り込みに関与するという］点では、右派も左



派も知識人のほとんどが完全に足並みを揃えていた。たとえば、ビスマルクは、労働者階級が社

会主義者にならないよう「賄賂」としてドイツの社会福祉施設をつくったことを完全に認めてい

た。社会主義者は、社会保険から公共図書館にいたるまで、実際にそうしたものを創設した地域

組織や自発的組合ではなく、トップダウンの前衛政党が運営することを主張していた。このよう

な状況のなかで、クロポトキンの倫理的社会主義者としての提案を馬鹿げていると一蹴するこ

とが、両者にとって最重要の課題だったのである。（ひとつにはこのような理由もあって）1900

年から 1917 年のあいだ、労働者階級のなかでは、レーニンやカウツキーのマルクス主義よりも、

アナキストやリバタリアン的マルクス主義の考え方のほうが、はるかに人気があったことも忘

れてはならないだろう。ロシアのボリシェヴィキ党のレーニン支部（当時ボリシェヴィキ右派と

考えられていた）が勝利し、ソヴィエト、プロレトクリトなどなどのソヴィエト連邦におけるボ

トムアップの取り組みが弾圧されて、ようやくこうした議論に終止符が打たれたのである。 

 

【12】しかし、伝統的マルクス主義と現代の社会理論の「ポジショナリティ」に関連して、もう

ひとつの可能性がある。ラディカルな知識人の役割とはなにか？ いまでもほとんどの知識人

は、ある種のラディカルであると主張している。理論上では、世界を解釈するだけではなく、世

界を変えることが重要であるというマルクスの考えに賛同している。しかし、実際にこれはいっ

たいなにを意味しているのだろうか？ 

 

【13】『相互扶助論』の重要なパラグラフのひとつで、クロポトキンは次のような提案をしてい

る。ラディカルな学者の役割は、「抗争と団結の本来［のあるべき］割合を回復すること restore 

the real proportion between conflict and union」だ、と。これだとあいまいに聞こえるだろうが、

クロポトキンは明確である。ラディカルな学者は、「過去の遺物に偶然保存されている何千もの

事実やかすかな兆候を詳細に分析し、現代の民族学の助けを借りてそれらを解釈し、かつて人間

を分裂させていたものにかんして十分に学び、それを考慮に入れたうえで、人間をつないでいた

unite 諸制度をこつこつと再構築する」ことが求められている、そういうのである。 

 

【14】著者の一人は、この文章を読んだときの若き日の興奮をいまでもおぼえている。国家を中

心としてまわるアカデミーで受けた青ざめたトレーニングとのなんたるちがいだろうか！ こ

の提言は、資本主義的商品生産の組織と発展を理解することにエネルギーを注いだカール・マル

クスの提言と合わせて読まれるべきである。『資本論』では、協働関係に目がむけられるとして

も、工場生産の形態や結果としてのみである。そこでは、労働者は「資本の特定の存在様式を形

成しているにすぎない」。しかし、この 2 つのプロジェクトは、たがいにうまく補完し合ってい

るようにおもわれる。クロポトキンは、疎外された労働者が失ったものがなんであるかを正確に

理解することを目指した。コミュニズムは、維持することが不可能な抽象的で遠い理想ではなく、

程度の差こそあれ、わたしたち全員が日々取り組んでいる生きた現実であり、工場でさえもコミ

ュニズムなしには運営できないことを理解することを意味している。たとえその多くが、ひそか



に、隙間のうちに、あるいはシフトの合間に★、あるいはインフォーマルに、あるいは暗黙のう

ちに、あるいは完全に転覆的に作用しているとしても。最近、資本主義はあらたな段階に入り、

主にインターネット上の創造的な協力の形態に寄生するようになったというのが流行している。

これはナンセンスである。これまでずっとそうだったのだから。 

 

【15】これは価値ある知的プロジェクトである。けれども、なぜかほとんどだれもそれを実行し

ようとしない。ヒエラルキーと搾取の関係がどのように再生産され、拒絶に遭遇し、相互扶助の

関係と絡み合っているのか、ケアの関係がどのように暴力の関係と連続しているのか、暴力のシ

ステムが完全に崩壊しないように支えているのか。伝統的なマルクス主義と現代の社会理論は、

こうした点を検証するかわりに、寛大さや協働、利他主義を示唆するものはほとんどすべて、ブ

ルジョアの幻想のようなものとして頑なに退けてきた。抗争やエゴイスティックな計算のほう

が「団結 union」よりもおもしろいことがわかったのだ。(同様に、アカデミックな左翼がカー

ル・シュミットやテュルゴーについて書くのはよくあることだが、バクーニンやコンディアロン

クについて書く人間をみつけるのはほとんど不可能である)。マルクス自身が不平を漏らしてい

たのとおなじく、資本主義の生産様式の下では、存在することは蓄積することである。まったく、

ここ数十年、それぞれの（社会的、文化的、あるいは物質的）資本を増大させるためのシニカル

な戦略を促すものばかり、わたしたちは耳にする。これらはともかく批判としていわれてはいる

［こうするしか仕方がない、そうやろうよ、ということか？］。しかし、もしあなたが反対して

いるつもりの当のものについてしか話す意志がないとしたら、もしあなたが反対しているつも

りの当のものについてしか想像できないとしたら、あなたは実際にどのような意味でそれに反

対しているのだろう？ ときには、学術系左派は、みずからが反対しているつもりのネオリベラ

ル経済学の最も悲惨なアスペクトを徐々に内面化し、みずから再現する結果となっているかの

ようおもえることもある。多くのそのような分析を読むと（名前は伏せておくが）、人間の行動

は「利己的遺伝子」に支配されているという社会生物学的な仮説と、これらのがどれほどちがう

のかと疑問におもえてくるのだ！ 

 

【16】たしかに、このような敵の内面化は、グローバル左翼が完全に後退していた 1980 年代か

ら 90 年代に絶頂を迎えた。しかし、状況は変化している。クロポトキンはふたたび意義をもち

はじめたのか？ そう、クロポトキンは、いつも意義をもっていた。この著書が再刊されるのは、

ラディカル化した新世代がいるという信念ゆえである。その世代の多くは、このような思想に直

接ふれたことはないだろうが、両親や祖父母の世代よりも世界の状況をより明確に判断できる

兆候をみせている。さもなくば、みずからの置かれている世界がすぐにどうしようもない地獄絵

図になってしまうことを知っているからである。 

 

【17】すでにことははじまっている。『相互扶助論』ではじめて語られた諸アイデアの政治的妥

当性は、地球上の社会運動の新世代によって再発見されている。北東シリア民主連邦（ロジャバ）



で進行中の社会革命は、マレー・ブックチンの著作を介して社会的エコロジーや協同組合的連邦

制にかんするクロポトキンの著作から大きな影響を受けておいる。もちろん、その影響には、ク

ロポトキンそのものに立ち戻ることからのものひとつはあるし、さらに、大部分はかれら自身の

クルド的伝統と革命的経験から汲み取られたものでもある。クルドの革命家たちは、資本主義的

近代の知識構造に対抗するあたらしい社会科学を構築するという課題を負っている。自由の社

会学やジネオロジの集合的なプロジェクトに関与している人々は、実際に「人間や闘争をつない

でいた unite 諸制度をこつこつと再構築する」しはじめているのだ。北半球では、さまざまな占

拠運動から Covid-19 の大流行に立ち向かう連帯プロジェクトまで、活動家や主流のジャーナリ

ストが使うキーワードとして「相互扶助」が浮上している。現在では、ギリシアでの移民の連帯

動員や、チアパスでのサパティスタ社会の組織化において、相互扶助が唱えられている。噂では、

学者たちですらもたまに使っているらしい。 

 

【18】『相互扶助論』が発表された 1902 年当時、資本主義やナショナリズムが人間の本性に根

ざしているとか、国家の権威は究極的に不可侵であるとかいう考えに挑戦する勇気のある科学

者はほとんどいなかった。いたとしても、そしてそれが、アインシュタインのような、あきらか

に重要人物であっても、政治的見解も髪型と同じくらい奇抜な「奇人」として扱われた。とはい

え、世界の残りはかれらに追随した。科学者たち、そして社会科学者たちも、いずれは追随する

のだろうか？ 

 

【19】わたしたちは、人種差別や国家暴力に対する世界的な民衆の反乱のただなかで、クロポト

キンの時代と同じように公的機関が「アナキスト」に対して毒を吐いているただなかで、この序

文を書いている。このかつての「法と私有財産の軽蔑者」、今日のわたしたちに影響を与えつづ

けるような仕方で科学の姿を変えたかれに敬意を表するには、このうえなくふさわしい時代だ

とおもわれる。ピョートル・クロポトキンの研究は、慎重かつ多彩で、洞察力に富み、革命的な

ものだった。また、その研究はそれ以降の年月を耐えてきた。ピョートル・クロポトキンによる

資本主義と官僚主義的社会主義の双方の拒絶、そして後者の行く末の予測は、いくどもその正し

さが証明されている。かれの時代にくり広げられた議論のほとんどをふり返ってみると、実際に

正しかったのはだれか、疑問の余地はない。 

 

【20】もちろん、この点については、いまでも激しく意見が分かれている。とっくに通り去った

船に乗る夢にいまだにしがみつく者もいる。また、みずからのおこないをふり返り、吟味するこ

とのできるぐらいは余裕のある者もいる。このささやかなイントロダクションを書いているわ

たしたちは、このよろこばしい本にはじめて出会ってから何十年もたっているが、その中心的主

張にいまだ深く同意していることに、あらためておどろいている。資本主義の野蛮さにかわる唯

一の実行可能な選択肢は、国家なきソーシャリズムであり、偉大な地理学者がたえずわたしたち

に想起させてくれたように、「社会のうちに、いま、あきらかになっている諸傾向」、そして「つ



ねにある意味では現在のうちで危機に瀕している諸傾向」がうみだすものである。あたらしい世

界を創造するためには、目の前にあるもの、そしてつねにそうであったものを再発見することか

らはじめるしかないのだ。 


