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当初予定していた報告内容の変更

当初の構想は「現代社会の文化としての科学技術批判」で、理論的
な問題整理を行ったあと、次のような諸項目を予定していました。

• １．公害

• ２．リスク社会

• ３．科学技術論と予防原則

• ４．人類学的知性による科学技術批判

• しかし、ロシアによるウクライナ侵攻で戦争がはじまり、現代社
会の文化としての戦争について、ちょうどダワーの『戦争の文化』
（岩波書店）が訳されましたので、「戦争の文化」を取り上げるこ
とにしました。



•目次

•１．「戦争の文化」という問題提起

ダワー『戦争の文化』を読む

•２．ポール・ヴィリリオの「純粋戦争」

ヴィリリオの冷戦下の戦争分析に学ぶ

•３．現代戦争論（内戦論）における欠落点

ラッツアラートやラトゥールの戦争論の紹介

•４．必要なのは内戦論ではなくて陣地戦論

戦時下での陣地戦の課題を探る



１．「戦争の文化」という問題提起
• ジョン・ダワー『戦争の文化』上下（岩波書店、2021年、原書、
2010年）副題：パールハーバー、ヒロシマ、9．11、イラク

• 日本語版への序文（2021年）

• 「今では対テロ戦争は遠のき、ワシントンの主要な敵は中華人民
共和国へとシフトした感がある。テロ集団との非対称の戦争ではな
く、重武装した超大国どうしが、かつての陸海空に加えて宇宙空間
やサイバースペースまで含めた戦場で対峙する状況になった。

• この米中対決は、テロとの戦争以上に日本を巻き込む可能性が高
いが、本書を書きながら私が痛感したのは、理性とはレベルの異な
る巨大な要因が、開戦の決断や戦争の遂行方法に影響を与えるとい
う事実である。兵器と情報収集技術はかつてなく洗錬されたが、人
間の生の感情や判断力は、エリートたちの世界でもそれほど変化し
ていない。紛争を好む者は、自分は相手とは違うと強調するが、じ
つは彼らは、つねに同じものを共有している。・・・



• しかし、自分に都合のよい思考、内部の異論を排除し外部の
批判を受け付けない態度、過度のナショナリズム、敵の動機や
能力を過小評価する上層部の傲慢といった『戦争の文化』は、
まさにアフガニスタンやイラクでアメリカが陥ったものでも
あった。」（ⅶ～ⅷ頁）

• 「最近のアメリカの政治状況も明るいとは言えない。・・・
アメリカの軍国主義を現実に推し進めたのは、むしろバラク・
オバマ大統領（2009～2017）であった。ノーベル平和賞に輝
き、歴代大統領のなかでも有数の雄弁家であったオバマの実際
の政策は、核最新化を決定し（2016年）、ドローン攻撃を推進
するものであった。民主・共和どちらの政党がホワイトハウス
に代表を送り込もうと、『安全』とか『防衛』の名において戦
争を挑発する態度は、戦後のアメリカ外交に一貫している。
2021年になり、ジョー・バイデン大統領に代わったが、アメリ
カの独善的傾向は変わっていない。



• 戦争の文化に追い立てられる傾向は、超大国の地位を追求してい
る中国も例外ではないであろう。いまは、容赦なく展開する戦争の
文化を、日本が少しでも抑制する役割を果たすよう、願うばかりで
ある。」（ⅷ～ⅸ頁）

• 戦争の文化というときの文化の意味
• 「普通の意味での『文化』という概念からの離脱を意味す
る。・・・伝統的な意味での『文化』とは、通念、価値観、態度、
社会慣行を共有する社会的なまとまりのことで、この意味での文化
が重要であることは明らかである。」（ⅹⅳ頁）

• 文化のユニークさを固定的に捉える空想的な本質主義、相違性の
み強調する。

• 「難しいのは、現代の多くの文化を統一的に理解するような比較
研究を行うことである。」（ⅹⅴ頁）

• 戦争の文化＝「戦争から生まれ、戦争に適合した諸文化の横断的
探究」（ⅹⅴ頁）

• ● これはまさしく人類学的知性。



• 真珠湾攻撃と、9.11の類似性。
• 無差別テロ爆撃：東京空襲を始めとした都市への空爆、原爆投下。
イラクでも同じ。

• 「私は、戦争の文化のもうひとつの側面をとらえようとしたので
ある。われわれ人類が暴力と大量破壊をやめない理由は、戦争計画
の立案者や政治分析の専門家が思っているよりも複雑で深刻である。
この複雑さと深刻さを見落とすと、危険が待っている。私が述べた
ことが個人や社会や人間にとってどれほど不吉であろうが、その危
険自体が変わるわけではない。」（ⅹⅷ頁）

• 第二次世界大戦後の連合国の占領と、イラク占領との違い。占領
中に殺された連合国軍人は、前者では一人もいないが、後者では
4000人を超えた。

• イラクでは、2003年3月アメリカが侵攻、4月には占領。200万人
以上が国外に逃れ、死者は数十万人。

• ブッシュは、日本占領のような事態（日本の民主化と復興）を予
想したがそうはならなかった。



• 物語の糸

•①聖なる戦争 ②傲慢 ③悪（必要悪） ④ダブルスタンダー
ドと偽善 ⑤悲劇 ⑥歴史の誤用 ⑦言葉 「戦争の言葉の裏
側には、平和、自由、正義と書いてあるものである。・・・だ
が、平和と自由と正義は、皮肉な宣伝文句になるだけではない。
平和と和解の文化を分かち合う可能性、それは戦争の文化の、
はるか遠いが、向かい側にあるものでもある。」

• 2008年リーマンショックは＜貨幣の文化＞の危機で、これは
＜戦争の文化＞と軌を一にしている。

• 「本書『戦争の文化』は、この『愚者の無駄骨』と『愚者の
黄金』を対比させ、具体的な政策の問題や、戦争あるいは戦争
の文化をも超える考察によって、終結する。それはさらなる探
求の始まりとなる終わりである。さらなる探求とは、人間の行
為と組織の病という、それ自体文化というべきものに関するも
のである。」（ⅹⅹⅺ頁）



•エピローグ

• 「このような、他人も自分も騙すかのような思考法は経済分
野に特有なものではなく、もっと深い心理学的、制度的な病理
の反映であり、その病理の中に、決して消えてなくならない戦
争の文化が含まれていることは疑いない。人類がいつの日か、
この欺きの思考様式を真に制御し、乗り越える力を身につけら
れるかどうか。その見通しは、最良の場合でも『大いに不確
実』というべきである。これを実現するには、これまでとは根
本的に異なる信条と理性が必要とされる。建設的な変革と、
しっかりと根を張った平和の文化は、もし到来するとしても、
ごくゆっくりとであろう。だが、その歩みの中にこそ、希望が
ある。」（292頁）



•目次 日本語版への序文 プロローグ

•第Ⅰ部 開戦

•第1章 屈辱 第2章 情報活動の失敗 第3章 想像力の欠如
第4章 無垢、邪悪、忘却 第5章 戦略的愚行 第6章 天の
恵み

•第Ⅱ部 テロ

•第7章 「ヒロシマ」という暗号 第8章 テロ爆撃 第9章
原爆をめぐる葛藤 第10章 原爆投下の論理 第11章 原爆投
下の心理 第12章 取り戻せない悪

•第Ⅲ部 国家建設

•第13章 日本占領とイラク占領 第14章 法、正義、犯罪 第
15章 市場原理主義

•エピローグ



原爆投下の論理
• 「なぜ、われわれはこのように野獣的な暴力に頼り続けるの
か。その理由を簡単に説明することはできない。だが、最初の
核兵器が日本に使用されたときの力学を理解すれば、人を容赦
なき暴力へと駆り立てる政治的、制度的、心理的な要因の相互
作用を知る入り口にはなる。原爆使用の論拠――その当時だけ
の事情もあるが、本質的には日米戦争だけのものではない――
は、次のように理解することができる。

•（１）戦争を終結させアメリカ人の生命を救うこと。これは今
でもよく挙げられる理由である。（２）敵を武力と権力で圧倒
したいという強い衝動。これは第二次世界大戦では、英米が日
本に対する無条件降伏要求を決して緩和しなかったことにも現
れている。



• （３）冷戦初期の力対力のグローバルな政治状況。ソ連を威嚇する
『切り札』（スティムソン陸軍長官）としての原子爆弾。（４）国
内政治への配慮。ルーズベルトが戦中に急死し、あとをついだト
ルーマン大統領と民主党が、無駄なプロジェクトに税金を費やした
のではないかという共和党側からの批判をかわし、戦後の軍事計画
への支持を獲得するためにも、原爆投下は必要と考えられた。
（５）科学がもつ『甘美さ』と、それを実際に活用してみたいとい
う抗いがたい力。（６）巨大な戦争マシンに組み込まれた科学者・
技術者が取りやすい行動傾向。（５）と（６）が結びついて、新兵
器の開発と使用に向けた強い衝動が生み出された。（７）無制限の
暴力がもたらす興奮と陶酔。これは昔から見られるものであるが、
大規模破壊が可能になった現代では、とりわけ魅力的に感じられる。
（８）復讐心。真珠湾攻撃や日本軍の残虐行為への仕返しとして、
日本の住民全体が復讐の対象とされた。（９）『理想のための殲
滅』。これは、原子爆弾の破壊力を本物の人間を標的にして実証す
ることが、将来のあらゆる戦争の防止にとって不可欠だという考え
かたである。」（下、3～4頁）



•「原子爆弾の開発・使用の過程には、独自の生理的文脈のよう
なものがあった。それは妄想に近いもので、人間がこの世の破
壊者かつ創造者たる神になったかのような気分になれる、濃密
で忘れがたい瞬間の感覚である。」（4頁）

• 「ルーズベルトとトルーマンの下で大統領付参謀長を務めた
ウィリアム・リーヒ提督は、1950年に刊行した回顧録で、次の
ように書いている。『将来の戦争の被害は、考えるだに恐ろし
い。原爆を最初に使用したことによって、われわれは中世暗黒
時代の野蛮人の論理基準を選んだことになる。私は、あのよう
なやり方で戦争をせよと教えられたことはないし、女性や子ど
もを殺すことで戦争に勝つなどというのは、あってはならない
ことだ。』マンハッタン計画に参加した物理学者I・I・ラビは、
ニューメキシコでのトリニティ実験について、聖書的な言葉で
こう述べた。『突如として、最後の審判が明日やってくるかも
しれなくなった。そして、今日までその状態が続いてい
る。』」（5頁）



原爆投下についての反省
•原爆使用を急いだのはなぜか。

• 圧倒的な力に頼ればうまくいく

• ソ連の参戦

• 日本の降伏の条件を無条件から緩和する案

• 原爆投下は本当に必要だったのかを考え直すきっかけとして
のジョン・スウォープの写真で表現された「廃墟のような都
市」。

• 「オッペンハイマーも、『世界で最も文明的で人道的な国で
あると思いたい』アメリカとイギリスが、どうして『実質的に
はすでに敗北していた敵に原子爆弾を使用した』のかと、戦後
には人前で語るようになった。」（9頁）



• 科学者たちの懸念
• 「かなりの科学者たちが、自分たちが完成させたものが使われた
ことに心を痛めたし、原爆投下以前にも、内輪だけであるが、はっ
きりと懸念を述べていたという事実である。」（10頁）

• 「1944年11月の長文の報告書（通称「ジェフリーズ報告」）は、
原子力分野におけるアメリカの優位と民間の科学者・民間企業と政
府の活発な協力関係の継続を提唱する一方で、もし国際協力が進展
せず、『核戦争の手段を有効に管理しうる警察力を持つ国際管理機
関』が創設されなければ、新兵器は『文明の破壊者』となると述べ
ている。」（11頁）

• この報告から7か月後の「フランク報告」も同様の内容。あと、実
験を公開で行うことも提案。

• これ以外にも、物理学者レオ・シラードが起草したトルーマン大
統領あて嘆願書、69名の科学者が署名。

• 1945年7月12日、シカゴ科学者150人へのアンケート調査。日本へ
の原爆投下に賛成したのは、15％。



• 「数十年後、物理学者のビクター・ワィスコップ〔ロスアルモス
の原爆開発者の一人〕は、マンハッタン計画に参加した経験を振り
返って、『辞職を考えた人はほとんどいなかったと言わざるを得な
いことを、私は恥じる』と告白している。彼が知る範囲では、辞職
した科学者は二人だけであった。ワィスコップは、それはなぜかと
問い、次のように説明している。『仕事が魅力的だった。当時は、
辞職など考えられなかった。・・・それは＜科学技術として甘美＞
であった』。彼によれば、1945年夏の時点で、四つの選択肢があっ
た。一つ目は、新兵器を使用しないことであるが、これは問題外で
あった。『最強の兵器があるのに、軍部がこれを使用しないことは
戦時においては考えられないこと』だったからである。二つ目は、
人が住んでいない地域で示威的実験を行うことであったが、これも
はじめから真剣に考慮されなかった。三つ目の選択肢は、純粋な軍
事施設に原爆を投下することであった。しかし、これは新兵器の威
力を示すのに十分ではないうえに、核兵器による破壊とそれ以前の
破壊を区別するのが困難との理由から斥けられた。



• 最後の四つ目が、原爆を実戦で使用することであり、ワィスコップ
の回想によると、これについてのオッペンハイマーの理由づけは、
『原爆が戦争を不可能にさせるなら、それは非常に大きな影響と言
える』というものであった。しかし、だから広島と長崎なのか？
ワィスコップからみれば、それは『犯罪』であった。

• 原爆開発事業には、共同体的かつ知的な魅力があった。とくにロ
スアルモスでは、オッペンハイマーを先頭に、原爆を使用可能にす
るための挑戦が最後まで続いたが、イギリスの物理学者ジェーム
ス・タックは、『そこにはプラトンのアテネの学園の精神、理想の
共和国の精神があった』と回想している。エドワード・テラーは、
『仲のよい大家族』のようだったといい、オッペンハイマーは、戦
時のロスアルモスは『高い使命感、義務感、運命感に鼓舞され、団
結し、献身的で、驚くほど無私の共同体』であったと述べてい
る。・・・知的にやりがいがあるうえに、社会的大義もあるという
感覚は非常に魅力的であったため、1945年、原爆投下に心を痛ませ
た科学者の多くは、戦争が終わってからも、『スーパー』と呼ばれ
た水爆・熱核兵器の開発に従事し続けた。」（42～45頁）



•「科学者が原爆を投下したわけではないし、科学者たちは戦争
という機械の歯車であり、作ったものをどう使うかを決める立
場にはなかった。だからこそ、フランク報告やシラードが主導
した意見書のような実践行動が遅ればせながら行われたし、良
心の呵責を感じた原子科学者たちは戦後、『科学者運動』の先
頭に立ったのであった。ワィスコップは、仲間と学生たちに原
爆開発の魅力と自身の後悔の念を語るとき、科学者は研究テー
マに魅了されるだけでなく、研究成果がどう応用されるかを真
剣に考えるべきだと強調した。ただ、この主張は、すべての科
学者が同意することでもなければ、ぜひ聞きたいという助言で
もなかった。そう主張した科学者自身、自ら実践するとは限ら
なかった。」（48頁）



現代戦は科学、科学者の課題

•「科学は現代戦であるという言い方があるが、これを裏返せば、
現代戦とは科学そのものである。現代戦では無駄が排除され、
形式的に細分化された科学的実践のように行われる。そこでは、
『彼らは何を考えていたのか』という疑問に対する答えは、ほ
とんど何処でもひとつに絞られる。彼らは、自分の仕事の目前
の困難だけを考えていたのである。」（下、51頁）



ポール・ヴィリリオの「純粋戦争」
• 「≪純粋戦争≫それは平和でもなければ戦争でもない。かつてそう
思われていたような、『全面』戦争や『全体』戦争でもない。それ
は日常のなかに永続する軍事的審級そのものなのだ。恐怖の均衡、
核兵器同盟、平和共存。つまりは、戦争状態の解消と、日常生活の
諸々の挙措のなかへの軍事的なものの浸透であって、そこでは狩猟
者の変容が辿り直されるのである。・・・

• 戦火を交えずとも、戦力のたんなる移動や運動の迅速さによって戦
争は遂行できる。にもかかわらず、なお存続しているのだ。平和状
態とは公然たる戦争がないことだという幻想、・・・もはや攻撃を
行わないのであれば、彼らによる体制はむしろ有益ですらありうる
という幻想が。・・・この重要な制度の分析を完遂することがかく
も急を要するのである。・・・つまり、軍隊の脱制度化を省略して
はならない。」（『民衆防衛とエコロジー闘争』（月曜社、34頁、
原書、1978年）



•対話篇『純粋戦争』のまとめの部分の先取り

「重要なことを、かなりはっきりさせてきたと思います。速度の
問題、戦争の本質としての速度、速度の生産者としてのテクノロ
ジー、戦略でなく兵站学としての戦争、交戦や布戦布告ではなく
手段と準備としての戦争、内植民地化、植民地はつねに政治的国
家、都市に始まり、共同体を通じて国民の間に広まり、最後に英
国やフランスのような植民地帝国の座にいたるまで国家のモデル
でした。それが今や脱植民地化が始まるや否や、逆噴射を始めた
のです。脱植民地化は肯定的なしるしではなく、内植民地化なの
です外部を脱植民地化したなら、内部を集中的に植民地化するよ
うになるのです。植民地的な外延性に対して、内植民地的な内緊
張性が対応するのです。」（204頁）

● ヴィリリオ（1932年～2018年）の純粋戦争論は、米ソ対立
に時代（冷戦時代）のもの。冷戦後の展開は今回は触れない。



•「純粋戦争、軍事的審級の日常のおける存続」（66頁）の事例

•「今日では、新たなメディアの通常の浸透力、情報の速さを意
のままにしるのだから、全体主義的生存圏を創造するのに、も
はや機械化されたミサイルによる大々的侵略に、全激戦におけ
る戦車や急降下爆撃機に頼る必要なない。かつて戦火を交える
国々によって、多量の爆弾、砲弾、毒ガスを使って作り出され
た、周囲を取り巻く多くの危険は、今や、私有された視聴覚的
城壁のおかげで、住宅で創造されうる。」（68頁）

•「市民を襲撃するのに、もはや軍事体は必要ではなく、そのス
ペクトル映像をどこにでも瞬時に投影しうるとき、もはや動か
すのが難しい堅固な身体は必要ではない。今や、軍事攻撃こそ
が、空間と時間のなかで変形され、この上なく漠としたものと
なり、民衆の饗宴への参加は、極限においては、技術‐兵站的
超国民性への非合理的な参加、市民の脱局所化の、それゆえ屈
服の最終段階でしかない。」（69～70頁）



•「新たな安全保障のイデオロギーは、民衆の武装防衛の権利の
消滅と彼らの法‐政治的アイデンティティの漸進的喪失とに
よって創造された空隙を満たすように定められている。これは
市民社会の総体を軍事的安全保障体制のもとに、すなわち、い
わゆる軍人の正義の体制のもとに置くことに等しい。」（71
頁）

•「西洋の＜歴史＞は、＜理性＞の上にではなく、動力という根
拠の上に築かれてきた。すなわち、現実原則も、さらには現実
感覚すらも顧みぬまま、駆り立て、突き動かし、運び続けるも
のの力の上に、である。・・・戦争において最初に犠牲となる
のは、いつでも＜真理＞である。」（108頁）

•● ヴィリリオの「エコロジー」はとはエコロジストのそれよ
りも広い。人間の集団的営為が総体として埋め込まれた錯綜し
た自然的・歴史的・社会的な文脈連関。これが純粋戦争に抗う
闘いの依拠すべき基盤。（訳者あとがき、より）



『純粋戦争』
• 『純粋戦争』（UPU、1987年、原書、1983年）は、ポール・ヴィリ
リオとシルヴェール・ロトランジェの対談。

• ヴィリリオは、10歳の時の戦災の記憶がトラウマであること、成人
してアルジェリア戦争に従軍し、そこでも悲惨な思いをしたと回想
している。

• 「第一次大戦が、ヨーロッパで最初の真に技術的な戦争だったこと
を忘れてはなりません。数カ月の間の塹壕戦、つまり軍隊がもう動
けない陣地戦の後で、彼らは現在の戦時生産体制、平和時に予測さ
れた伝統的生産体制が、軍事消費の需要に追いつかないことに気づ
きました。・・・そして突然、戦時経済の悲劇的修正が始まったの
です。もはや、一方に薬きょうを生産する兵器工場、もう一方に市
民の消費と予算、と単純にいかなくなったのです。そうではなく、
特別な経済、戦時経済が必要だと感じたのでした。この戦時経済は、
実際、軍産複合体を告示し、開始した驚くべき発明でした。」（17
～18頁）



• 兵站学「弾薬を運ぶトラックと死を運ぶ砲弾は運搬手段、生産、輸
送、作戦遂行のシステムにおいて結びついています。そこで、兵站
学自体の全フローチャートが見いだせます。この非国家的兵站学革
命――アイゼンハワーの革命――がなんであるかを理解するには、
1945年から50年ころの、ペンタゴンの素晴らしコメントがよいで
しょう。『兵站学は、戦時、平和時にかかわらず、国家の潜在力を
その軍事力に差し向ける手続きである。』」（25頁）「究極兵器の
出現により、戦争の問題は完全に変わってしまいました。そして、
抑止がその証明なのです。最終兵器、それを使用する可能性、さら
にその兵站学的準備と結びついた戦争現象があることを、わたした
ちは見誤ってはなりません。」（26頁）

• 「私は戦争の知には反対ですが、軍人には反対しません。・・

• 彼らは戦争機械に支配されているのです。ですから私の戦争反対は、
テクノロジー、社会、テクノロジーの哲学などにおける戦争の本質
に対する反対なのです。」（27頁）



•「純粋戦争とは、科学の中で作動する戦争です。それは、知の
領域をすでに歪めつつあること全て、終末観の中で諸知識を一
本化しつつあること全てです。」（30頁）

•「科学とテクノロジーは、人間の自然に対する疑問から生まれ
ました。テクノロジーが生まれるのは、自然の謎に関して明ら
かにされたこの知からなのです。それ以来、つまり約一世紀前
から科学とテクノロジーの謎は、その発達にしたがって、自然
の謎にとって代わる傾向にあります。・・・そしてその謎に答
えるのは、科学者でも技術者でもありません。もっと言えば、
そういう人たちがいないのは、謎解きを拒否するからなのです。
科学者も技術者も、知っているふりをしながら、テクノロジー
の謎に他人が立ち入るのを許さないのです。そこでは、テクノ
ロジーの謎は自然の謎以上に、あるいは少なくともそれと同じ
くらい、畏怖すべきものとなるのです。」（31頁）



• 「戦争を通じてテクノロジーに興味をもつというだけで、疑惑の目
で見られます。一般に戦争は否定的なこと、テクノロジーは肯定的
なことと考えられていますからね。ですから、テクノロジーの肯定
的な現象の大半が兵器工場と戦争経済から来ているというだけで、
人びとには受け入れがたいことなのです。彼らは、私をむりやり拒
もうとします。」（35頁）

• 「クラウゼヴィッツが言っています。『戦争とは他の手段による政
治である』と。私ならこう言いましょう。抑止という全面平和は、
他の手段により続行された全面戦争である、と。」（56頁）

• 「国家的テロリズム」「これはどこにでも見られます。これこそ、
戦争自体ではなく、戦争が抑止に退化していくという重要な次元な
のです。政治的戦争を禁じる抑止の方法は、争いではなく、戦争な
き戦争行為の盛り返しに力をかします。こういう行為の土着化こそ
が、今日、全世界を腐敗させつつあるわけです。」（38～9頁）



•都市ゲリラの可能性。ヴィリリオは、イタリアの赤い旅団が彼
の軍事論を受け入れたことに対して、民衆防衛ではなくて民衆
攻撃と捉えてこれを批判するために『民衆防衛とエコロジー闘
争』を書いた。『純粋戦争』ではこの問題にこう答えている。

•「国民国家はすでに、あまりに多くの手段を掌中に収めてし
まった。国民国家は、純粋状態にある国家の中核で純粋状態に
ある小さなかけらが集合したものです。すでに暴力であるもの
に、暴力でもって対抗することはできません。それを強化し極
端へ走らせることにしかなりません。つまり国家の最大限の権
力へ。ちょうど、イタリアの例に見られるように。今日、唯一
頼れるものは非暴力なのです。」（72頁）

•「今日の問題とはこうでしょう。いかに核の君主制を打ち倒す
か、つまり私たちの社会、わたしたちのいくつもの社会の中心
にあるこの兵器の神権の存在を打ち倒すか、です。これこそま
さに、大問題です。」（79頁）



•「テクノロジーが謎ならば、単にテクノロジーについてだけで
はなく、その謎についても研究すべきです。」（86頁）

•「私は革命を信じませんが、革命的抵抗は信じます。・・・誰
もが今日、テクノロジーの謎という解釈の仕事に携わらなくて
はならないのです！科学者が回答を見出すとは信じられません。
人びとの自主独立においてこそ、機械や状況などの再解釈とい
う仕事がなされなくてはならないのです。それも、死の痛みを
感じながら。なぜなら時間がないからです。それが私のポジ
ションです。」（107頁）

•「速度の生産は最近の出来事です。19世紀初頭に始まったとこ
ろです。」（115頁）



•「過去の社会の戦争はすべて戦略であった、20世紀はじめの国
民国家を統治していたのも戦略だった。とするならば、現在そ
の戦略は兵站学でしかありえないでしょう。兵站学自体が、あ
らゆる戦争のすべてとなったのです。なぜなら、抑止の時代に
は兵器の生産がすでに戦争だからです。」（122頁）

•「抑止とは、全面平和を保障する軍備の発展です。高度な軍備
を行えば行うほど、敵を抑止できるというわけです。ですから
戦争はもはや、実際の交戦ではなくその準備にあるのです。戦
争の永続化、私が純粋戦争と呼んでいるものは戦争の反復では
なく、はてしない準備においてのみ遂行されるのです。ただ、
このはてしない準備、兵站学の到来は民間消費という意味では
社会の非成長なのです。」（122頁）

•「これは戦時経済の側から言えば、ちょうどエコロジーでいう
ゼロ成長に似ています。エコロジーのセロ成長の概念に対して、
『環境兵站学』におけるゼロ成長が対応します。」（123頁）



• 「古代社会では政治経済的な戦略が主流でした。軍隊も国民的な防
衛でした。・・・国家安全保障を旨とする社会――この言葉自体興
味深いのですが――では、武力は人びとに向けられます。まず純粋
戦争に必要な、つまり軍備の無限の発展に必要な資金を得るために。
また他方では社会を支配する意志もあります。」（126頁）

• 「外植民地化ではもはやなく、内的緊張と内植民地化の時代なので
す。自分の国民を植民化するしかありません。自国の民間経済の発
展を遅らせるしかないのです。」（127頁）

• 「レーガンは、私の意見ではすでにアメリカで内植民地化を適用し
ています。ヨーロッパにあった、そしてある意味で60年代の合衆国
にもあった福祉国家は、合衆国において私のいう運命国家に変わり
つつあります。つまり運命＝不可避性の国家、核やテクノロジーな
どの運命＝不可避性の国家であると同時に、承認された法ではなく
流通している法という運命＝不可避性の国家になりつつあるので
す。」（129～130頁）



• 「福祉国家と運命国家とは、まったく異なる時間や歴史のヴィジョ
ンをもっています。福祉国家とは持続する国家であり、歴史を持続、
長い持続と考える国家です。しかし、それはもう終わったと思いま
す。」（130頁）

• 「福祉国家の最大政治のあとに最小政治が来るのです。・・・最小
国家とは私によれば、貧困なのです。もっときちんと言うと、内植
民市化なのです。社会にはもはや、自己規制の能力がなくなってし
まったように思えます。この能力は今や下からではなく、多国籍企
業の手にあります。」（131頁）

• 「ヨーロッパで語っている自主管理については全く信用していませ
ん。私は自主管理、グループの自律の能力を望んでいるのです。直
接民主政には賛成です。・・・私は『自主管理する』人びとの味方
ですが、純粋国家、唯一の普遍的でファシスト的な国家とは多国籍
企業なのだということを忘れることはできません。・・・こんな時
代に自主管理を提案することは、『自分でやる』主義、つまりあら
ゆる社会政治学の放棄へと至る罠なのです。」（133頁）



• 「私は女性解放にとても関心をもっていまして、・・・女性のアイ
デンティティはまだ知られてはいないアイデンティティを表出する
意志なのです。・・・文化は差異を作り出す似たような意志から現
れました。私がもろ手をあげて指示しているこの素晴らしい創造を
別とすれば、現在の女性解放の政治的次元は全くひどいと思います。
彼女らは地政学的な次元、純粋戦争の状況、いま私たちの知ってい
る絶対的抑止について何も考えないからです。」（147～8頁）

• 「第三段階の方が、わたしにはもっと興味があります。必ずしも最
も重要というわけではありませんが。戦争機械そのものとしての科
学との対立です。科学とは進歩である、というイデオロギーは、わ
たしには運命的なイデオロギーです。科学とテクノロジーーーテク
ノロジーの驚異、科学の驚異――において作用している戦争機械の
分析は、私にとっては抵抗の本質です。・・・テクノロジーの大陸
に上陸しなくてはなりません。つまり、それが好きなように使える
道具や機材とは、もはや信じてはならないのです。」（179頁）



•「重要なことを、かなりはっきりさせてきたと思います。速度
の問題、戦争の本質としての速度、速度の生産者としてのテク
ノロジー、戦略でなく兵站学としての戦争、交戦や布戦布告で
はなく手段と準備としての戦争、内植民地化、植民地はつねに
政治的国家、都市に始まり、共同体を通じて国民の間に広まり、
最後に英国やフランスのような植民地帝国の座にいたるまで国
家のモデルでした。それが今や脱植民地化が始まるや否や、逆
噴射を始めたのです。脱植民地化は肯定的なしるしではなく、
内植民地化なのです外部を脱植民地化したなら、内部を集中的
に植民地化するようになるのです。植民地的な外延性に対して、
内植民地的な内緊張性が対応するのです。」（204頁）



３．現代戦争論における欠落点
• エリック・アリエス／マウリツィオ・ラッツアラート『戦争と資
本』（作品社、2019年）

• ラッツアラート『資本はすべての人間を嫌悪する』（法政大学出版
局、2021年）

• ブリュノ・ラトゥール『諸世界の戦争』（以文社、2020年）

• 最近訳された上記三冊を取り上げます。これらが取り上げているの
は戦争一般ではなくて、革命運動や社会運動にとっての戦争との闘
い方です。

• ● 先に見たヴィリリオは幼少時に被災体験があり、戦争が私の大
学だったと回想しているが、活動家ではなく、大学や研究機関の重
鎮であった。反戦運動や緑の運動には、反抗しているという点で共
感したが、方針には批判的だった。他方、ラッツアラートは、活動
家です。



『戦争と資本』
•序文 統合された世界資本主義とグローバルな内戦

•１．われわれは、新たな戦争機械の構築の時代に入ろうとして
いる

•２．現在、金融資本主義が“グローバルな内戦”を引き起こして
いる

•３．世界中で“内戦の主体化”としての運動が巻き起こっている

•４．「戦争」と「内戦」をどう考えるか？

•５．経済とは、戦争の目的を別の手段により追求することであ
る

•６．新たな植民地戦争は、世界の「中心部」で発生している

•７．通貨と戦争は、世界市場の軍事警察である



• ８．戦争と通貨と国家は、資本主義を構成する存在論的力である
• ９．資本主義のすべての岐路には、「創造的破壊」ではなく“内戦”
がある

• 10「本源的蓄積」は、資本主義発展が常に必要とする“継続的蓄積”
である

• 11．資本主義―工業主義と軍事主義との密接な関係を、マスクスは
見過ごした・・・・

• 17．「戦争」と「平和」は、いかなる相違もなくなった
• 18．技術革新はすべて、冷戦―総力戦の「破壊のための生産」から
／のなかで生まれた

• 19．68年の闘争が、単数の「戦争」から、複数の「戦争」への理論
的・政治的移行を可能にした

• 20．フーコーとドゥルーズ／ガタリは、“戦争”と“政治”の概念を根
本的に変えた

• クラウゼヴィッツ 戦争は別の手段による政治
• フーコーたち 政治は別の手段による戦争の継続



• 29．本書の目的は、多種多様な形での本当の戦争の「うなり声」を
聞かせることである

• 「われわれはあらゆる意味で68年の思想の遺産継承者であり、ネ
オリベラリズムならびに資本の独占的政治としての経済の絶対的優
位性の名のもとに発動された内戦の次元に対応する集合的戦争機械
を思想的に構築できていない無能性をも継承しているのであ
る。・・・・持続する破壊のなかで敗北を断ち切ることができる理
性の戦争的次元を突き詰めることこそが重要なのであり、“抵抗”の
闘いを現在的原形にしなくたはならないのである。」（30頁）

• 30．対抗しうるのは、「抵抗」という現象でしかありえない

• 「追記」より

• 68年の奇妙な革命とその革命のその後

• 「反革命によって多くの革命の続きが隠蔽され、復興の形態を
とった多様な反革命が君臨してきた。」（31頁）



•● ラッツアラートは、以前から植民地戦争が、中心国での内
戦となっていることを負債経済が台頭し、資本主義が破局を迎
えている時代の特徴と捉えていた。それを一歩進めたものだが、
なぜグラムシ陣地戦論を考量しないのか判断に苦しむ。市民社
会での「内戦」とは支配階級による陣地戦であって、本来の戦
争とは区別すべきである。区別しないならば、こちら側の主体
形成も、「内戦の主体化」とか「集合的戦争機械」の構築とな
り、陣地を事業体として作るという課題が見失われてしまう。
せっかく４．で「戦争」と「内戦」の区別を立てておきながら、
そこでは回答は用意されていない。また、歴史に学ぶと言いつ
つ、フーコーやドゥルーズ／ガタリの言説で歴史が変わったよ
うな主観主義に毒されている。それで、この共著の次の企画が
流れたために、ラッツアラートが急遽書き下ろした『資本はす
べての人間を嫌悪する』から、革命理論に関する意見を紹介し
ます。



『資本はすべての人間を嫌悪する』
•「革命的過程の形態は、1960年代にすでに変化していた。しか
しそれは乗り越えがたい障害に直面した。すなわち、1917年に
20世紀の諸革命の道を切り開いたモデルとは異なったモデルを
つくり出すことができないという問題である。レーニン主義モ
デルでは、革命はなお実現という形態をとっていた。労働者階
級は資本主義の廃絶と共産主義の確立の諸条件をもともと内包
する主体であった。『即自的階級』から『対自的階級』への移
行は、労働者の組合実践に欠けているものを外部からもたらす
党に導かれ組織された自覚と力の獲得によって実現されるもの
とされていた。

•ところが、1960年代以降、革命的過程は『出来事』という形態
をとるようになった。すなわち、政治的主体は、潜在的にすで
にそこにあるのではなく、『予見不可能性』であるということ
だ。」（6～7頁）



•「しかし2008年以降の運動を政治化しようとする意思は反動的
なものとなる。というのは、それは1960年代の革命が拒否した
もの、そしてそれ以降出現した個々の運動が拒否するものを持
ち出すからである。つまり、（カリスマ的）リーダー、党の
『超越性』、代表制への加担、リベラル民主主義などであ
る。」（9～10頁）

•「50年にわたる反革命によってつくりだされた現在の政治的砂
漠のなかにおいては、どちらに向かって進んだらいいのかはっ
きりしないと言わねばならない。」（10頁）

•「今日、『社会問題』に依拠した運動は、19世紀や20世紀にお
けるようにそのまま社会主義的であることはできない。なぜな
ら世界的社会主義革命という発想は過去のものとなっているか
らである。・・・つまり当時（60年代）も今も、われわれは明
確な戦略を持ちえていないということである。」（11～12頁）



•レーニン主義（党の建設、職業革命家、階級意識の外部注入）
を実行不能にした二つの条件。

•「第一に、ニューディールや冷戦のなかでも持続した総力戦と
内戦の新たな様態が新たな資本主義を生み出したのだが、マル
クス主義はこれを19世紀的な見方から解釈し続けているという
こと、第二に、第二次大戦後における新たな政治的主体――植
民地化された人々、女性、学生など――の登場。彼らは搾取、
支配、政治行動の新たな様態を体現している。

• 1960年代の『奇妙な革命』は決定的な曲がり角だった。つま
り、この『革命』はおのれが提起した問題（社会主義は資本主
義の一様態にすぎない）に解決策を見つけることができなかっ
たため、歴史的失敗に終わった。われわれはまだこの敗北から
抜け出していない。」（214頁）



• 「女性運動と植民地化された人々の運動の出現によって、革命過程
の内部矛盾は分解し、多様きわまりない『革命的』諸過程が生じて、
1960年代の曲がり角で相容れないものとして実践されることになっ
たが、その状況は今も続いているように思われる。

• 女性や植民地化された人々の支配と搾取の様態は特殊であり、旧
来の労働運動では捉えきることができない。なぜなら、そこでは人
種支配と経済支配が結びついているからである。これを乗りこえる
には、レーニン主義とはまったく異なった政治行動の組織様態と究
極目標の設定が必要とされる。」（221頁）

• 「『革命的理論』は『革命の理論』と同じものではないからである。
革命的理論（68年の思想の総体のようなもの）は社会の変化様式を
体現し、支配的諸関係を明らかにするものだが、革命の理論は戦略
的原理を提起するものである。これを打ち立てることは革命組織や
来るべき未来の革命家の任務である。」（242頁）



ラトウール『諸世界の戦争』
•この書は、2000年8月に行われた「諸文化の戦争と平和」を
テーマとしたシンポジウムでの、ラトウールの報告に、2001年
9.11についての短文を冒頭において2002年に出版されたもので
す。冒頭論文では次のように述べられています。

•「巧妙で刺々しいこの小論における私の主張は、結局のこと頃
戦争状態にある方が好ましい、というものである。つまり、戦
争など存在しないと想像し、進歩や近代性や発展について際限
なく――かくも高尚な目標に到達するために支払う代価を理解
せずに――語り続けるよりも、なされるべき外交の仕事につい
て考えることを強いられる方が好ましいのである。」（8頁）

•「必要とされるのは、私たちがずっと戦ってきたあの古くから
の戦争についての新しい認識なのである――新しい交渉と新し
い平和のために。」（9頁）



• 目次

• １．9．11

• ２．ひとつの自然／多くの文化という分割によって与えられる間
違った平和

• ３．単一自然主義から多自然主義へ

• ４．「平和ヲ欲スル者ハ・・・宣戦布告せよ」

• ５．いかなる統一なのか？自然法主義か？あるいは構成主義か？

• ラトウールは「西洋」が世界を征服した過程を振り返り、「近代化
する西洋は『自然中心主義』あるいは『理性中心主義』であったと
言えるだろうが、これほど非自民族中心主義である政治的編成は他
にはなかった。それは、批判と理性的議論の強力な働きによって統
一する自然にアクセスできる理性の国であった。」（23～4頁）と
述べていますが、ヴィリリオを読んだ今、これは少し甘すぎます。



• 「西洋が地球上のあらゆる民族や生物や無生物の総体を巻き込むよ
うになった奇妙な経緯を正確に説明しなかった。例えば、解放や発
展や旧き束縛からの解放からの離脱を求める戦争の叫びと、人間と
人間以外のものとのあいだにつねに拡大し続ける西洋特有の紛糾と
のあいだにどうやって折り合いをつければよいのだろうか。」（34
頁）

• ● ヴィリリオはこう述べている。

• 「端的に言って戦争の指揮可能性をもたらすはずのもの、時空間の
なかで声高に表明され、反復を通じて敵に押し付けられるような、
あの一貫した計画は、＜歴史＞という全体主義的な言語の、手段で
はなく起源なのだ。ヨーロッパ諸国が、後には全世界の国々が、内
戦にせよ、対外戦争にせよ、戦争の絶対的本質に向けてお互いに競
い務めてきたのも、こうしてみると、世界史に対する西洋の軍事的
知性の絶対的な権力奪取という意味を帯びてくる。」（『民衆防衛
とエコロジー闘争』、15～6頁）



• 引き続き、ヴィリリオを引こう。

• 「西洋の軍事的文化はつねに貨車と軍用列車の匂いを放っている。
征服された国々の財宝が、博物館や美術館に搬送されるべく、大急
ぎで積み込まれるのだ。」（同書、16頁）

• 「戦争指揮とは、一つの合理的計画を、すなわち、一つの事業を実
行に移すことである。西洋においては、この種の拡張が、何であれ
独占というもののモデルであるように思われる。富の蓄積よりも好
機に乗ずることが追求されるのである。」（19頁）

• 「西洋が歴史的に尽力してきたものとは、つまり、次第に数を増す
様々な人間集団を、国家による戦争事業をもって整備（管理）する
ことなのである。」（20頁）

• 「この最重要な制度の分析を完遂することがかくも急を要するので
ある。・・・あらゆる脱制度化のなかで最も必要なもの、つまり、
軍隊の脱制度化を省略してはならない。」（34頁）



•「近代主義者は、抗争が存在する可能性を認めなかったときか
ら、実際に戦争に直面したことはなかったと言っていい。理性
によって翻訳された意味での自然世界とはない、表層的で見か
けだの表象のぞいては。

• だから近代主義者が、誰とも抗争することなしに、宣戦布告
することなしに、この惑星のいたるところで戦争を仕掛けてき
たとしても驚くべきことではないと言うべきか？いや、まった
く逆で驚くべきことなのだ。彼らがやったのは軍事力を行使し
て、完全な和平、議論の余地のない文明、妨害不能の進歩を拡
大することだった。彼らには言葉の正しい意味で「敵」は存在
せず、ただ不届きな人間たちだけが存在していた。しかり、彼
らの戦争、彼らの征服は「教育」だったのである。大量殺戮で
さえ、純粋な教育的な措置であった！」（45～6頁、訳文は変
更）



• 「この最終的な目標に何ら責められるべき理由はない。責められべ
きは真の敵と戦争することなく目標は達成できるとする奇妙な理念
である。近代化を追い求めた歴史と対照的に、西欧は、平和を達成
するため戦争が存在することを認め、敵を持っていたこと、世界が
多様であることを受け入れ、たんなる寛容を拒否し、地域と世界を
構築することを続けるべきである。

• 西欧がこの作業を始めるためには、（世界の）統合が失われたこ
とを哀悼するもっとも辛い期間を乗り越えていかなければならない
のは確かである。我々が（あるのが）当然と考えている共通世界は
既に構築されているわけではなく、これから積極的に組み立ててい
くべきものである。共通世界は自然がそうであるように既に存在し、
我々の背後にあるものではなく、前方にあり、一歩ずつ構築すると
いう巨大な作業を伴うものだ。紛争を仲裁する仲介者のように上方
にあるものでもなく、紛争で賭けられている当のものであり、然る
べき交渉によって妥協の主題となりうるものである。共通世界は掴
み取るべきものだ。」（50頁、訳文は変更）



『戦争と資本』に立ちかえる

• 第12章 資本のフラクタル戦争で述べられている「人新世の戦争
は（まだ）起こっていない」をメモしておこう。

• 気候温暖化などに直面した地質学者などが、人新世という地球の
歴史的時代区分を導入しているが「世界との関係の決定的変化」
（366頁）について著者たちは、ラトゥールから次の引用をしてい
る。

• 「ポストモダンの哲学者、人類学者、リベラル派の理論家、政治
思想家の誰一人として、あえて人間の影響を河川、洪水、侵蝕、生
化学と同じ次元に位置づけようとはしなかった」（367頁）

• ● ラトウールは少し言い過ぎで、私は1990年代末に地球科学の
書籍を調べて、そこに生物の環境形成力が述べられていて、そこか
ら人間の環境形成力について、資本の循環との関連で論じたことが
ある。



•ラトゥールに続いて著者たちはマルクスを引用している。

• 「ブルジョアの産業・商業は、地理学革命が地球の表面を作
り出したのと同じやり方で、新世界のこういった物質的条件を
作り出している」（デイリートリュービン寄稿記事、1853年）
（367頁）＜これはラトウールへの当てこすりか。＞

•「人新世は、すでに勃発しわれわれが敗北している戦争、しか
もわれわれが戦争として経験することなく生きた戦争において、
『人類』の『地質学的力』の水準が明らかになったことを名づ
けただけではあるまいか？『戦争として経験することもなく生
きた戦争』という言い回しは、資本主義的存在の『虚偽意識』
の定義でもありうるのではあるまいか？そして大いなる二分法
の近代（自然／文化、主体／客体等々）の脱政治化された『自
然』もその定義に帰着させるべきではあるまいか？」（368
頁）



1610年における大気中の炭酸ガスの異常に低いレベルの原因
「アメリカ先住民に対しヨーロッパ植民地勢力が行ったジェノサ
イドの大きさを客観的に数値化しているからである。大陸現地人
の人口が5500万人から600万人に低下し、地球人口の5分の1が消
滅した。世界史で最大の人口学的破局はそれに引き続いて大陸の
再森林化を引き起こし、二酸化炭素の貯蔵量を増大させることに
なり、気象学者はその炭素量を最低値に設定して、それを基準に
恒常的な上昇を計測することができるほどの規模だった。」
（369頁）

「人新世とは資本新世である。」（370頁）

「ラトウールは、ひとえに近代主義的概念だけを攻撃し、そのや
り方はきわめて形而上学的であり、それゆえ生産に無限を導入す
る環境社会学的物理学は同時に資本主義の創造的破壊の中にも無
限を導入することになる、という問題はこぼれ落ちてしまう。」
（374頁）



•「ラトゥールの政治プログラムは『戦争なるもの』を布告する
ことである――かれはそれを今や『エコロジー的戦争が布告さ
れた状態』と呼び、そこから『外交』の仕事をして交渉による
平和を確立しようとしている。それはつまり、外交的平和に至
る戦争という原則である。だがそのプログラムは（別の手段
で）継続された政治というクラウゼヴィッツの戦争概念に従わ
ざるを得ない。しかし、どうしてこの『コスモポリタン』が、
資本主義のなかで資本主義によって継続されている内戦の形式
にほかならぬ『グローバリゼーション』という現実の政治に対
するクラウゼヴィッツの公式に遅ればせに囚われていないと言
えるのか？」（380頁）

•● このラトゥール批判は、後にラトゥールが、『地球に降り
立つ』で陣地の構築を提起していることをふまえれば、市民社
会での陣地戦の提起へと移行していっていることを見てはいな
いのではないか。



必要なのは、内戦論ではなく、陣地戦論

•ヴィリリオの純粋戦争論にもとづく先進国における内植民地論
にしても、ラッツアラートの内戦論にしても、市民社会で闘わ
れている支配者による陣地戦のことを、戦争と見なしていて、
見当違いではないか。むしろグラムシの陣地戦論に依拠して、
支配者による陣地戦の展開と捉えないと、こちら側の運動方針
が立てられないし、実際にラッツアラートは革命の戦略が解明
されていないと述べている。しかし、陣地戦を内戦と捉えるこ
とが間違いであり、戦争とは異なる支配のための諸方策と位置
付ければ、これに抗い対抗するこちら側の陣地戦を構想するこ
とが可能となる。グラムシの提起に立ちかえってみよう。



グラムシの陣地戦論
• グラムシの定義：「私には、イリイッチは、17年に東方に適用して
勝利した機動戦から、西方でただ一つ可能であった陣地戦への転換
が必要なことを理解していたように思われる。・・・・ただ、イリ
イッチは、彼のこの定式を深める時間がなかった――基本任務が国
民的であったのに、つまり地形を偵察し、市民社会の諸要素によっ
て代表される塹壕や要塞の諸要素を確定すること等々が必要であっ
たのに、彼は定式を理論的に深めることができたにすぎないことを
考慮するにしてもである。東方では国家がすべてであり、市民社会
はゼラチン状であった。西方では、国家と市民社会のあいだに適正
な関係があり、国家がゆらぐと、すぐに、市民社会の堅固な構造が
姿をあらわした。国家は前方塹壕にすぎず、その背景には要塞と砲
台の堅固な連鎖があった。もちろん、それには国家により大小は
あったが、まさにそのことが各国の正確な認識を必要としたのであ
る。」（石堂清倫訳『グラムシ獄中ノート』、193～4頁）



• 国家と市民社会の関係
• 国家論 グラムシの定義：「国家は一般に政治社会（すなわち所
与の時代の生産様式と経済に人民大衆を適応させるための独裁また
は強制装置）として理解されていて、政治社会を市民社会との均衡
（すなわち教会・組合・学校などの、いわゆる私的組織をつうじて
国民全体に対して行使される一社会集団のヘゲモニー）として理解
されていません。」（グラムシ『愛よ永遠なれ、獄中からの手記』
大月書店、86頁）

• 陣地戦の理論の方法 「地形を偵察し、市民社会の諸要素によっ
て代表される塹壕や要塞の諸要素を確定すること等々が必要」

• 陣地戦と市民社会の定義
• 陣地戦とは市民社会に陣地をつくる闘い。相手側は支配のための
陣地であり、こちら側はより良い社会をめざした陣地で、その本陣
は事業体。

• 市民社会についての私の定義：「市民社会とは、労働社会と地域
社会の複合体である。そして市民社会においては、人々は交易関係
（市場、互酬、コミュニケーション）で結びつけられている。」



日本における陣地戦（分析の一事例として）
• 日本の陣地戦の「戦場」と言いたいところですが、市民社会での陣地戦は
戦争ではなく、敵・味方が二分されているわけではありませんので、「現
場」という言葉にし、抗う勢力を「相手側」と「こちら側」というように
表現します。相手側の陣地にいてもこちら側という人がいるし、逆のケー
スもあるからです。

• 私は、日本社会は1940年の総力戦体制の時につくられた経済社会体制
が、戦後も生き残って存続し、しかもそれが対外戦争ではなくて、国民を
臣民化する官僚による上からの陣地戦の展開によって変質しながらも肥大
しながら継続してきたとみています。

• これに対する民衆の抗いはいたるところで展開されながらも個別分散し
ていて、それがたまに認知されても無視されてというのが現状です。とい
うのも、国民が臣民としての現実を内面化しているからです。

• 日本では相手側の陣地戦に抗って陣地戦を闘った人々は大勢います。し
かしいずれも孤立を余儀なくされました。というのも、支配されている側
の人々が臣民の精神を内面化していて、迂回作戦について敵対し、妨害し
たりするからです。そして勝利した場合も、相手側の陣形に組み込まれが
ちです。



ラッツアラートへの回答の形で
•ラッツアラート「内戦の次元に対応する集合的戦争機械を思想
的に構築できていない」

•● 外戦と内戦を区別し、陣地戦の概念を導入し、内戦は支配
側による陣地戦と捉え、これに抗うこちら側の陣形を作り出す
という陣地戦の理論に立脚すること。

•ラッツアラート「理性の戦争的次元を突き詰める」

•● 階級闘争の理論から陣地戦の理論に転換すること。陣地戦
の理論は人類学的知性が必要となる。

•ラッツアラート「（ロシア革命型）モデルとは異なったモデ
ル」

•● 権力奪取以前から陣地戦を闘う陣形の形成が新しいモデル。



•ラッツアラート「資本は構造でもなければシステムでもない。
資本は『機械』であり、戦争機械であって、そのなかには経済、
政治、テクノロジー、国家、メディア等々が含まれていて、そ
れらはひとえに戦略的諸関係によって形成され接合されてい
る。」（『戦争と資本』、27頁）

•● この資本の規定は意志支配が欠落している。ガタリは機械
状無意識を論じながら、意志支配については理解してはいな
かった。今やこの空隙が埋められるべきである。

•ラッツアラート「革命の理論は戦略的原理を提起するもの」

•● 商品から貨幣を生成する無意識のうちでの本能的共同行為
にどう対抗するか、というところからしか現代革命の戦略的原
理は導けない。



空隙を埋める①資本の支配とどう抗うか

• 階級闘争の理論では、資本家階級の国家権力を打倒して労働者の
国家をつくり、そのもとで資本を廃絶し、商品・貨幣も廃止して労
働に応じた分配を実現する協同組合的社会に向かうというものでし
た。

• ソ連が崩壊したことで、これ以外の途が模索されさまざまな試み
がなされてきました。私はソ連崩壊の直前ですが、マルクスの『資
本論』初版本文価値形態論と交換過程論を読み直して、商品からの
貨幣の生成が、商品所有者たちの無意識のうちでの本能的共同行為
によることがわかり、そうであれば、資本はともかく、商品・貨幣
は国家権力による意志行為によってはなくせないことがわかり、政
治運動の限界を悟り、社会運動に転身しました。その理由は、商
品・貨幣の廃止を目指すのならば、それを生み出さないような交易
関係を迂回してつくり出すことが必要で、それは社会運動によるし
かないと考えたのです。



②階級闘争の理論とは

•資本家階級が運営する資本主義的生産様式は、生産手段が資本
家階級に独占されていることで、労働者の経済的隷属が生まれ
ていて、その結果、あらゆる形での隷属、あらゆる形での社会
的悲惨、精神的退化、政治的従属が生まれている（国際労働者
協会一般規約）。この労働者の経済的隷属を廃止し、労働者階
級の解放を勝ち取ることが階級闘争の目的であり、そのために
は資本家階級が掌握している国家権力を奪取しなければならな
い、というものが階級闘争の理論でした。これに対して陣地戦
の理論は、資本主義の体制のなかでより良い社会をつくり出す
試みです。



③資本の本性は人格に対する意志支配

• 貨幣を生成する無意識のうちでの共同行為に参加することで私た
ちは商品・貨幣・資本に意志支配されています。商品や貨幣や資本
は、それ自体が物ですから、人間は物に支配されても、支配されて
いるとは意識できず、逆に物を利用していると意識します。人によ
る支配は意識に登りますが、資本主義では資本家の支配が生産手段
を媒介とした支配ですので、人による支配とは意識されないのです。
これは、事物（物象）的依存関係に基づく人格の独立で、これが現
代社会における人々の政治的自由の根拠でが、その自由の裏には経
済的隷属があります。この無意識の領域の人類学的知性による言語
化が課題です。

• 逆に搾取されているということや、職場で指揮命令に従わさせら
れることは意識にのぼり、これを改善する運動は労働組合運動に
よって担われてきました。しかし労働組合運動は資本の存在を前提
にしていてその廃止については運動の目標にはしていません。



④陣地戦による迂回作戦

• 資本家の下に雇用されずに生活ができれば、意志支配からは
免れることができます。協同組合や自営業でも貨幣への依存は
残りますが雇用労働者よりは依存の程度は低くなります。これ
らを陣地とし、地域通貨などの交易手段を獲得し、経済的領域
を拡大していって協同組合的地域社会がサードセクターの内実
となれば、株式会社の非営利事業化も日程に上るでしょう。社
会的連帯経済は、この動きの現在的な表現です。

• これは楽観的な見通しですが、現実にはさまざまな阻害要因
があります。

•戦時下でどのような抗いが求められるのかについて構想しなけ
ればなりません。



⑤迂回作戦の展望

• 日本では相手側の陣地戦に抗って陣地戦を闘った人々は大勢います。
しかしいずれも孤立を余儀なくされました。というのも、支配され
ている側の人々が臣民の精神を内面化していて、迂回作戦について
敵対し、妨害したりするからです。そして勝利した場合も、相手側
の陣形に組み込まれがちです。

• 臣民とは明治憲法に規定され、主権者は天皇とそれが束ねる官吏の
一団で、国民は官吏の下僕だと定められました。戦後の新憲法では
主権在民とされましたが、官僚は税金を使った陣地戦で陣地を張り
めぐらし、国民の臣民化を継続させてきたのです。臣民化された国
民は官僚の真似をして公益よりも省益、つまり既得権と私益を守ろ
うとするのです。

• 欧米では、資本の意志支配に気づいた運動家は皆無のようです。



⑥迂回戦の課題

• みんな陣地戦をやってきた、という事例を誰にでもアクセスできる
形で公表すること。

• 運動のベクトルを同一化する、という階級闘争の理論に基づく組織
論の反省のうえに、差異を力にする組織論を考慮すること。

• 存在そのものの重みが力になる、という現実を可視化すること。

• 人間社会の無意識のしくみを、人類学的知性により可視化すること。

• 文化としての科学技術への、人類学的知性による批判をなしとげる
こと。

• 戦争の文化に抗する陣地戦の構想を考えなければならない。今回の
報告はその第一歩です。


