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おわ りに一資本主義論争 の今 日的意義

1

は じめに一今、なぜ 資本 主義論争 か

世界史的 には大 きな構造転換期 と考 えられ る今 日、「講座派」 と「労農派」の間 で闘わ された資
本主義論争 が、現実過程の認識方法 に とって、 いか なる意義 を持 つ もので あるか を提示 してみよ
う。その際、論争 を扱 う射程 として、 1920年 代末 の野 呂一猪俣現段階論争 か ら 30年 代後半 のマ
ニ ュフ ァクチ ュア論争 まで に至 る十年余 を考 える。
とい うのは この時期 の論争 こそは、 その後 の 日本資本主義認識、資本 主義世界認識 な どの現状
と歴史分析 のみで はな く、経済学 の原理的検討 のための基礎的材料 を多 く提起 してい るか らであ
り、総 じて社会科学認識 に とって重要 な課題提起 を行 ってい ると考 えるか らである。しか も 20世
紀末 の現段階 における、 アジアのニ ーズ (NIES)諸 国 をはじめ としてその経済発展 と低迷 の意味
とその将来展望 を考察す る上で、一 定 の参考 となるであ ろう ことを期待 され るか らで もある。
むろん四分の三世紀 ほども以前 の資本主義認識 とそれをめぐる論争が、グローバル化 をいちじるし

―

‑1‑―

ヽ

経済研 究 3巻 1号

く強めている現段階の資本主義を描 き出す ことにどれほどの有効 な論理を提供 しているかは、たし
かに検討すべ き論点である。とはいえ、
重要な視角 として敢えて言うとすれば、
資本主義が資本主義
である限 り、そこに流れる基本問題の筋道 には共有 さるべき視点を提供するのではないかという予想
である。当時の論争で比較的に見落 とされている論点であるが、じつは日本の帝国主義発展に関する
認識をめぐる議論があり、それはあたかも今日の韓国などの東アジア、アセアンωSttN)や 中国に対
する資本進出*1の 先樅 として、
歴史的先例として検討 に値する論点を残 していたと考えてよい。
資本主義
論争が闘わされていた当時、当然のことなが ら、日本以外のアジア地域が経済的に上昇発展すること
は、およそ らち外 のことであったに違 いない。筆者が この論争を考え始めた 1960年 代後半 はもと
よ り、1970年 代中葉に至る時期 にあってさえ、 ほぼそのように考えられていたに違 いない*2。
1980年 代 にはいる前後からようや く、香港、台湾、韓国をはじめ当時、アジア
・ニ ックス (NICS)
と呼ばれた地域への注目が始 まり、90年 代 に入る前後 に*3、 日本 のカロ
速度的な円高が、アジア・
中
1 例えヤ
・イン トラ貿易 と新工業化ll東 京大学出版会、
よ 中川信義編『アジア
1997年 は、
豊富な現地調査を踏 まえた韓国な
どの東アジア進出の状況が、日本のそれ と対比されて論 じられた好著である。そこで筆者の問題関心からして
、
興味深

ピ
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ゞ
、当面の ところはなお困難 を抱 えている。1997年 秋 に始 ま

「
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ニーズ (1988年 の トロ ン ト
・サ ミッ ト以降、ニ ックスが ニ ーズ と正 式 に名称変更 された。その趣 旨は
「台湾」、 あるい はシ ンガポールや香港 とい つた「 国家」とい うよ
「国」とい うよ りも
「地域」とすべ き
りも「都市」とい った類型 が包含 されてい るとい う ことによる)は もとより、アセ ア ン (ASEAN)
地域 での経済活性 が い よい よ目覚 ましい もの とな り、
東 ア ジア経済圏 の一定 の意義 が認 め られ はじ
め、ついに90年 代後半 には、アジア地域が世界経済発展 の重 要な拠点 とな りつつ ある ことが認 め ら
れるようになった。ではこのような発展図式 を どのように把握 してい くか、まさにか つ ての資本 主
義論争 こそ、特定 の戦前 日本資本主義 の特質解明 の武器 であったが、現段階 では、過去 には日本以
外 のお よそ発展 が期待 されてい なか った諸国・地域 の急上昇 をも説明 しうる論理 を、この資本 主義
論争 の中か ら、いか につかみ取 られ るか とい う点 も、論争 を今 日の段階 で読 み直す動機 で もある。
例 えば東 アジア諸国の目覚 ましい経済発展 の経験 か ら、発展志向型、輸出志向型 とい った経済
体 の諸類型化 が 図 られて きたが、 これ は講座派、労農派 の資本 主義論争 の中では、意識 された課
題 で はなかった *4。 せぃぜぃの ところ、行論 で も示す ように、日本資本主義 が 当時 のアジアにおけ
る唯― の経済成長国家、 自立化 を果 た した国家 として、 どの よ うな要因 によって説明 され るべ き
であるかが、問われた に止 まってい る。
本稿 の執筆意図 は、 たんに当時 の論争史 を振 り返 る ところにあるのではな く、今 日の世界 と日
本 の資本主義発展 の到達段階 か ら登場 してい る課題 に、 この論争 が どの程度、意味 にお いて、応
えられ るものなのか どうか、現段階分析 へ の手 がか りとなる問題提起 をどの程度果 た し得 るもの
か どうか を検証 した い とい う ところにある。 いわ ば「 日本資本 主義論争 の再解釈
ed)」

(re― interpret‐

とで もい うべ きであろう*5。

*4 この点で、韓国の資本主義化・ 資本主義発展に関 して、論争が展開 されていて、それはちょうど日本資本主義

世界書院、1990年 参照)。 1980
論争 の課題 とも関連 しあっていて、興味深 い (本 多健吉監修『韓国資本主義論争』
年代 の韓国ではその意味で、日本資本主義論争への関心が高 まった。
オ
5 今、 これ らの論争を振 り返 る際 に、筆者 自身の近年の作品 として、「近代 日本資本主義 をめ ぐる論点」『経済学
雑誌』 (大 阪市立大学)第 96巻 第 1・ 2号 、1995年 7月 があるので、参照 されたい。 この論文では全面的 に論
争 を検討 したわけではないが、従来 か ら焦点 となってきた講座派 の問題点 を山崎隆三教授 の論理 に即 して、筆
者な りに検討 した ものである。また一般的 には参照 されるべ き著作 として、以下 のような書冊 を上 げてお こう。
ι
′
Gerlnaine A.Hoston,動 物協おπ α%グ 厖ιttsお て
ψ%ι %′ 物 ′形 γ′ψα%,Princeton University
ノク υ
"α
Press,Princeton,New Jersy,1986、 内田穣吉 『 日本資本主義論争』清和書店、1937年 、小山弘健編 『日本資
『
本主義論争史』上・下、青木書店、1952年 、社会労働経済研究所編 日本民主革命論争史』伊藤書店、1947年 、
、1951年 、小島恒久『日本資本主義論争史』あ りえす書房、1976年 、長岡新
対馬忠行 『 日本資本主義論争史』
吉『 日本資本主義論争の群像』 ミネル ヴァ書房、1984年 、向坂逸郎 ら監修大系国家独占資本主義 4『 日本の国
家独 占資本主義論・上 ―資本主義論争 とその背景』河出書房新社、1970年 、 日高晋 『 日本のマル クス経済学・
上』現代思潮社、1966年 、守屋典郎『日本 マル クス主義理論の形成 と発展』青木書店、1967年 、守屋典郎『日
本科学的社会主義序説』自石書店、1990年 (守 屋 の後者 は前著 の改訂版 に当たる)。 これ らのうち小山編 は、戦
前論争 の全貌を知 る上で大変便利な詳細な文献紹介が行われてい る点に特徴 があるし、守屋 の二つの著作 は論
争 に関す る戦後 の関連研究動向がフォローされていて、 それ自体便利 な作品ではあるが、 ともに「講座」派的
集約 に止 まってい る点では限界 も感 じられる。やや私事 に及ぶが、筆者 は 1966年 、学部 四年生の時 に小山編 に
大変教 えられて論争の検討 を行 つた経験 を持つ。本稿 は、その意味で、個人的 には、絶 えず、出発点 に立ち戻 つ
てしか、物事を考察 し得 ない筆者 の限界 を示す ことになるか も知れないことを恐れてい る。
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現段階論争 ―野 呂榮太郎 と猪俣津南雄

資本主義論争 の出発点 としての位置 を持 つ この論争 での論点 を点検す る。 この点検 を通 じて私
たちは、資本主義論争の初期 の基本的特徴 を見 る ことが 出来 るであろう*6。
野 呂 は、 日本 資本主義 の前近代 的封建 的性格 と、独 占資本主義発展 との相互関係 を重視 して、
日本資本主義 の強蓄積 メカニズム解明 に迫 ろうとした。 その際、彼 は、前近代性 の根拠 として、
地主的土地所有 の「封建的性格 」 を問題 とした。 その立論基礎 としては、地主 の搾取者 としての
強力 な性質、小作農民 が農村 を離 れ る ことがで きない根拠 に、国家最高地主説、 つ ま り天皇制 国
家 は地租改正事 業 を通 じて、最高 の位置 にある地主 として君臨 し、農村 の地主 はその天皇制の強
大な権力 を背景 として、小作農民支配 を維持 した と捉 えた。 その故 にこそ人民の政治的 自由 は保
障 されず、 また幕藩武家集団か らも多 くを継承 したブルジ ョアジー もこの国家 の強大 な人民抑圧
装置 によって保護育成 されたので、本質的 には政治的民主主義 と敵対 する性格 を持 った と理解 し
たので ある*7。
ここか ら野 呂は特段、明確 に述 べ て い るわ けではな く、民主主義化 が社会変革 に とって必須の
課題 と認識 していた とい う意味では、結果的 に見 れば、人民 の解放 のための社会 主義の展望 は、
まず ブル ジ ョア民主主義変革 を展望 して、 それ を前提 とす る社会主義変革 へ の強行的転化 とい う
二段階変革論 に帰着す る論理 を提起 した。 むろんやや解説的 に述 べ てお くと、野 呂は二段階変革
論 を この時期 には鮮明 にした とい う事実 はなか った と思われる。 ここでの民主化 の基本的内実 は
天皇制 打倒 とい う課題であった ことは、1922年 日本共産党樹立以来 の基本的見解 と一 致 して いた
と言 うべ きであろ う。当時の共産党 の天皇制打倒論 が、 いかに批判 を受 けようとも、本質論 とし
*6 以下の行論 は、基本的 に拙稿「野呂―猪俣現段階論争の意義 と
限度」『静岡大学法経研究』第 27巻 2号 、1979

年 に従 っている。本論文は 1978年 の土地制度史学会秋季年次大会で個別報告 として行 った ものを基礎 として
い る。筆者 にとっては、世 に「講座」派 の継承性 の顕著な学会 として著名な場所で、 こうした報告 をすること
ができたのは感銘深 い ものがあった。同報告では、 この論考で もおいおい提示するように、隔離四派的 な経済
論 には、世界帝国主義認識、国家論 を別 として、相当の反省が求 められることを述べた。
●
7 野 呂の基本的見解 は野 呂榮太郎・大石嘉一郎解説
・山本義彦注解『初版・ 日本資本主義発達史』
上・下、
岩波文庫、
1983年 に収録 されていて、
本稿 もそれに基本的 に依拠 している。この作品 は、
第二次世界大戦後、
早 い時期 に岩波
書店 で『野呂榮太郎全集』として単行本 の形で刊行 され、その後、
宇佐美誠次郎解説の岩波文庫版が もっとも普及
したが、そこでは戦前 の野呂が鉄塔書院で刊行 していた同名の著作 に一部 を省 いて、
文庫版一冊で編集されてい
た。その後 1967年 には新 日本出版社 から上・下 2巻 の『野呂榮太郎全集』として再刊行 された。そこには
「 日本資
が上巻 に収録 され、
本主義発達史」
下巻 はその他 の論文や書簡が収められた。これが最 も完全な刊行 とい うこと
になる。しかし同書では編集 の上で、
原著者の誤記ない し印刷上 の ミスと思われるものについての補正が充分で
はなかった。そこで大石教授の もとで筆者が、
野呂の引用の諸文献の再点検、
引用上の誤 りの補正、
引用統計の原
典 にもどっての補正 を行った上で、さらに現代語訳 を行 った。また編集者平田賢一氏の奨めもあ り、
現代 の若者
などにとって分 か りず らい用語などの注解 を与 えることとして編集 を行 って、
刊行 した。ただし思わない見落 と
しなどが あるとすれば、
全て筆者 の責任 に関わる。ここに比較的 に詳細な注 を与 えたのは、
大石氏 と筆者 の関わ
つた本書 に関する意味 についての論究 をこれまで与 えて こなかったので、ここに公表することにした次第である。
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ては、今 日において も民主化 の基 本 で あ った ことは筆者 も同意す る。それ はかの 1989年 の昭和天
皇死去 に当たっての政治的争点、学問的課題 が何 であったか を思 い浮 かべ てみて も、容易 に想像
され よう*8。 問題 は、その本質的課題 を直接 に表現す る ことによる民衆的支持 の可能性 を拡大 で き
るのか どうか とい う一 点 で は問題 を残 した と考 えた い。 ただ猪俣的 ないみでの、民主化 の必 要性
を相対的 に低 くみる とい う認識 ではなかった ことは疑 いの余地 はなか ろう。 つ ま り野 呂 は天皇制
国家権力 は半封建的地主的土地所有制 を背景、基盤 とし、他方独 占資本 主義的な利害 を保護育成
す る絶対 主義的国家形態 (絶 対的専制的国家形態 )で あ ると認識 した。
また これ に対 して猪俣 は、
農村 の前近代的性格 を承認 しつつ も、それ はいずれ資本主義 の発展 と
ともに解消すべ き「封建遺制」に過 ぎない として、
小作農民へ の強圧 の基礎 も資本 主義発展 の弱 さ、
浸透度 の弱 さによって説明すべ きであ り、その意味で は、当該社会変革 の論理 としてはブル ジ ョア
国家 に対 してブルジ ョア民主主義 を対置す るのは論理矛盾 と解 して、直 ちに社会主義的変革 が可
能 であ り、 か つ その ように展望 され るべ き独 占資本主義 の発展 を見 てい るとした。 つ まり当該社
会 の変革 は民主主義的課題 を内包 した社会 主義 へ の一段階変革 である、 とい うのであつた

*9。

伝統的支配 の構造 を解明す るために、これ を経済関係 の本
野 呂の論理 には、日本社会 の前近代的、
地主制 の
「封建的性格」を証明 しようと力を注
質 か ら展開 しようとす る意識 が濃厚 で あ ったために、
いだ もの と考 えられ る。ここに天皇制 の
「国家最高地主」
説 の主張 の根拠 が あ つた。しか し日常的 な
生活 関係 の支配構造 を根拠 づ ける基礎 として もっぱら経済関係 で説明 され得 るか どうかが問われ よ
う。とい うのは日常的 な支配関係 は、そもそ もはその以前 か らの継承 されてきた制度化 された生活習
体制 を越 え
慣 とで もよぶべ き構造 が軽視 されるべ きではないか らである。むしろ伝統的生活習慣 は、
て貫 ぬかれてさえい くとい うべ きで はなか ろうか。知 られて い るように野 呂の議論 の前提 となっ
てい るのはマル クス『資本論』第 3部 の地代論 で展開 された支配 の本質 の秘密 を捉 える上

*1°

で、

昭和天皇死去 に当たって、刊行 された中島三千男『天皇の代替わ りと国民』青木書店、1990年 、渡辺治『戦後
政治史の中の天皇制』青木書店、1990年 などを見て も、戦後を通 じて天皇制問題 がいかに民主化課題 にとって
の障害 とな り続 けてきたかが示されよう。筆者 も簡単 なが ら解明 した (「 Xデ ニ・フィーバ ーの組織化 と支配体
制」『日本の科学者』1989年 2月 号)。 また安田浩 『天皇 の政治史』青木書店、1998年 参照。
=9「 現代 日本 ブル ジ ョアジーの政治的地位」『太陽』1927年 11月 、 その後『現代 日本研究』改造社、 1929年 に収

録。 この猪俣 の論稿 に対 して野 呂 は厳 しい批判 を展 開 した ことは言 うまで もな い (「 日本 にお ける土地所有関係
の特質」前掲 『初版 。日本資本主義発達史』下、第 四編 )。
10「 最奥 の秘密」、 この資本論第 3部 地代論 の援用 に見 られ る とお り (Berke,Bd.25‑b,S.799)、 野 呂をは じめ と
す る講座派の論理 は、直接的生産者 とその搾取 階級 との「直 接的」支配、 つ ま りは日常的生活関係 のあ り方 を
重視 し、地主制 が小作農民 に対時す る関係 こそは、封建 的支配 の構造 であ るとの認識 を示 したのである。その
点、猪俣 らの認 識 は、 まず もって直接的生産者 と搾取階級 との関連 を経済的本質 に還元 して理解す る傾 向 を著
し く持 つ ものだ ったので ある。 この双方 の捉 え方 にはかな り深 い溝 が ある と思われ る。筆者 は生産 を介 しての
人 と人 との関係 には、じつ は経済的本質還 元 による把握 と、日常 生活 関係 の複合性 が ある と見 るべ きだ と考 え
「遅
る。 とすれ ば、人 と人 との 日常性 こそは、実 は政治関係 を構成す る重要 な要素であるか ら、決 してたんな る
れた意識 の残存 」 な い しは猪俣 の い う「封建遺制」論 で 、相対 的 に軽 く評価 して よい とは考 えられな い として
お きた い。 まさに そ こに法制度 や政治関係 の意 味 が あろうか らで ある。そ してその変革 を視野 に入れ る ことな
しには、社 会 の民主化、民主的発展 を構想 す る ことは著 し く困難 な問題 であろう。
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重要な ことはその支配 =経 済関係 で あるとする指摘 であった。しか しこの指摘 か ら直結 して全 てを解
明で きるとするのは一種 の教条主義、ない しは機械論的 な経済主義的理解ではなかろうか。とい うの
はマル クスの前記指摘 は極 めて一般的な内容 を規定す るに止 まってい るのであ り、
われわれもその一
般性 を承認することはで きよう。
野 呂 と猪俣 の論争 に見 られるように、両者 は明 らかに￢股性 と特殊
性 の認識 に大 きな差異 を持 っていたので ある。
猪俣 は何 れか と言 えば、
資本主義化すれば社会は資本
主義一般 の原理的社会 に変革 されるもの と見 ていたのである。
野呂は資本主義化の過程 とその後 の構
造 が じつ は優れ て歴史性 を具有 するものであるか ら、それぞれの個性的特殊的構成 と構造 を持 つ もの
と見 ていたので ある。決 してそれは、しばしば指摘 され るような猪俣 は一般性 に解消する傾向が ある
の に対 して、
野 呂 は特殊 性を強調 したな どとい う問題 ではあるまい。
深刻な問題 は、
野 呂は資本主義
一般 の抽象原理 が、
歴史的現実的な場 において貫徹する とい う内容 として、それはまさにそれぞれの
社会 の個性的展開の時議利 を通 じて実体化 されてい るとい う認識 を取 った ことである。
人々は現在、ほ
とん ど無意識の うちに日本資本主義 の現状 を分析す るさい に、
抽象的一般的認識 を前提 としつつ、
個
別特殊的把握 を行 っているのであ り、これは野呂の認識 におお くを負 っていると言 うべ きであろう*11。
よ り重要 な ことは、払拭 しよ う として も払拭 しきれない支配慣行 の頑強な継続性 であ り、 しか
も、わが 国 の ように後発資本主義 の場合、その発展の急進性 で あ り*12、 そ こか ら当然 なが ら民衆
を含 めて支配層の意識諸形態 も前近代社会 の伝 統的生活習慣 を色濃 く止めて い るのはむ しろ当然
で あろうし、それ によってた とえ新 しい時代 の支配形態が導入 され るとして もそれ 自体 が 旧来 の
支配習慣 によって、変容 もしくは変質 されなが ら、新 しい時代 に対応 してい くこ とも考慮 され る
べ きで はなかろ うか *13。 しか し考 えてみれば、いかな る場合 で も、歴史 とは前提 となっている時
代的状況 によって、新時代 の構造 が特色 づ けられ るとい うものであろう*14。 また経済学的 には
「国
ここで筆者が意識 しているのは、
ヘーゲル弁証法認識の問題 である。
見 られるように、
「特殊」
「一般」と
、それ 自体
である。
具体的に述べてみよう。
知 られるように、
経済学が教えるように、
個別商品はそれ自体が辟議朱」
であるが、
そこには価値 と使用価値の一般性 が貫徹 している、また貨幣はそれ自体が
「一般」
商品であるが、
個別商品の価値
の鏡 としての位置を持 つ。資本主義一般 の法則性 を抽象的 に捉えることはできるが、それが現実的な存在 となる
のは、
個別特殊的資本主義国家、
地域 という実態の中で捉えられる。
逆に抽象的資本主義論 の原理を導きの糸 とし
て、
個別具体的な資本主義国家ない しは地域の資本主義 の現実を提えることが可能 となる。しばしば誤解されて
理解 されているのは、
個別資本主義諸国家 の時議制性 なるものが、そこに一般性を貫徹 し得ない部分 をもって
「特
殊」とされることである。
特殊的具体的存在 を貫 く一般性、
共通性の認識 が求 められるのである。
卑俗 な表現 とし
ヘーゲル流の近代的科学方法論 としては疑間が残 る。
てならば、
間わない として も、
平た く言えば「
、他者 にないも
の」を
「特殊」と規定するのである。お うお うにして講座派的発想 には、
特 に山田盛太郎の場合、このように理解 し
ている傾向が強烈であ り、その後 の継承者 にも暗黙の前提 とされているように思われる。
A.Gershenkron,Eco%θ 夕
2Zた β
♭a物 だπa〕 s ′
%Fン簗ψι
″υ
ι
ι
,Cambridge,1962,esp.Cap. I.
"α
R.P.Dore,3″ 滅,あ ′
物θ
わη J物,α η
6ι Лzσ わり,University of California Press,1973.
「
武居良明『イギ リスの市民社会』未来社、1992年 によると、イギ リスのように古典的資本主義の母国 とされた
場合でさえ、労資関係 の近代的法制度が実施 されていたはずではあっても、中小零細工業 での労資関係 におい
ては依然 として近代的ではない伝統的な対立解決策 としての調停的 =妥 協的手法が講 じられていた ことが示
されている。むろん日本 の場合を意識 して も、特 に 1973年 第一次石油危機以降の労資関係の階級協調主義的あ
り方の以前にもましての段階変化 は、
近代的 とい うには余 りにも
「協調」的 に過 ぎてぃて、
先進資本主義の他の
諸国 と比 しても異常 と認識 されてきているところである。ここで も日本的な独特の構造 を捉える必要が ある。
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家最高地主」説 を展開す るのは、近代国家 の地租改正 =土 地変革 の本質 を封建 的領主的土地所有
とのアナ ロジーで解釈 してい る ことにな り、 しか もそれは農奴解放後 の ロ シアの巨大地主制 とほ
ぼ同質 の もの と捉 える結果 となって い る ことで ある。野 呂が 『 日本資本主義発達史』 にお いて、
強調 したかつた ことは、 日本近代 の封建 的性格 とい う特殊 性であつた。 そのために経済的基礎 か
ら論理 づ けよう とす るあま りに天皇制支配 の前近代性 を論証す る材料 として地主制基盤 の封建的
な経済的本質 を解明 しようとした ところに、 む しろ土地 革命 の前進面 を充分 に捉 え きれなかった
*15、
維新変革 の
のではなか ろうか。土地革命 の前進面 とい う点では、井上幸治 が指摘 した ように

土地 改革 は、 フランス革命以上 に徹底 していたのである。
今 日の世界 の情勢 をも考慮 して この視点 を捉 えか えす とすれば、 日本 の地租改正 の前進面 か ら
して、野 呂の強調 しようとした、 お くれた支配形態 の基盤 としてお くれた前近代的意識構造 の残
存 が持 った現実的 な実態解明 こそが求 め られて い よう。
他方、猪俣 の場合、 かれは日本地主制 の支配形態 に関 して、それをまず は地租改正 の前進面 を
捉 えた上 で、資本主義発展 とともに解消 されて行 くべ き運命 にある前近代的支配 と捉 え、 ここに
資本 主義一般 の論理 によって、 日本資本主義 が解明 で きると認識 した ことで あろう。 しか し現実
はそれほ どに容易 な ものではない。 む しろ資本 主義の急進性 と強蓄積 メカニ ズムの展開 は、遅 れ
た生活支配形態 をも大 い に活用 しつつ、展開す る ところにあろう*16。 ここで想起 してお いてよい
一つ の視角 として、 ローザ 0ル クセ ンブル グ*17の 主張 が ある。彼女 によれば、資本蓄積 は非資本
主義的諸関係 の存在 の下で、 これ を資本主義的 に利用す ることを通 じて発展 す る とい うものであ
る。われわれは戦後 の高度成長期 に、強蓄積 メカニ ズムの展開 によって、市民社会現象 が大 い に
全面化す ると予測 した認識 を知 って い る

*18。

しか し現実 は、 た しかに「市民社会」的現象 を生み

出 したかに見 えた ものの、む しろその後の強蓄積 の進行 が 日本型企業社会 ともすべ き、人 々 を企
業 主義 の中 に閉 じ こめ、資本 によって雇用 され る労働力人 口が圧倒的 になったか らといって、資
本 に対抗す る組織 としての労働組合 の組織化 が進展 したのではな く、逆 に労資協調 主義的組織統
合 が展開 し、世界 一 の経済発展 と引 き換 えに労働者 の諸権利 の事実上 の解体 と、企業社会 へ の労
井 上 幸治 『近代史像 の模 索』柏書房 、 1976年 、井上 には この ほか に、江 口朴郎 との対 談 『危機 として の現
代』三 省堂新書、1971年 が あ り、フランス史 の専門家 として、日本 における伝統的 なフラ ンス革命史 イメー ジ
ヘ の疑間 を提 出 し、 フランス革命 をブル ジ ョア革命 の典型 として言 い過 ぎる ことの問題点 を述 べ て い る。一 番
の問題 は、農民的土地所有、 つ ま りは封建 的土地領有 の私的所有形態 へ の転換 の「徹底性」 をいか に評価 す る
か とい う点 であつて、井 上 は 日本 の維新 土地変革 の 方 が その点 で は一 層徹底 して い た とい う評価 を与 えて い
る。
江 口朴郎 『帝国主義 と民族 』東京大学出版 会、 1954年 、『帝国主義 の時代』岩波書店、 1975年 。
ロー ザ・ ル クセ ンブル グ『資本蓄積論』 上・ 下、岩波文庫、 なお この点 に関 して は、芝原拓 自『所有 と生産 様
式の歴史理論』青木書店、 1970年 を も参照 の こと。
平 田清明 『市民社会 と社会 主義』岩波書店 、 1967年 。
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働者統合 が一 層進展 して、今 日を迎 えて い るとい う事実 *19か らして も、猪俣 の論理の一般性認識
では捉 えきれないので ある。
以上 の論争の中か ら出 て くる問題 はすでに述 べ て きたように、 まさに社会 の経済構造 か ら直結
しては、人 々 を捉 えて い る社会 =政 治関係 を捉 えきれない とい う こ とではなか ろ うか。す でに述
べ た ように、野 呂のす ぐれた 日本社会認識 として、一面 で は資本一般 によって議論 を解消す るこ
とな く、日本的特殊 をその一般性 の具体的貫徹の現場 として捉 えた ことで はなか ろ うか。この点、
猪俣 は一般性 の枠 内で全てを律 しようとした ところに、その認識 の抽象性 が あるように思われ る。
野 呂 と猪俣 の直接 の争点 にはな らなかった けれ ども、野 呂の当時 の論点 の 中 に、強蓄積 0急 進
性 の深部 に展開する欧米技術 の積極的導入 とそれを可能 とする資本 による強圧的な労働 者支配 の
構造 を指摘 して いた点、 また 日本資本主義 の発展構造 を、世界資本主義、世界帝国主義 のメカニ
ズムの一環 として捉 えようとしていた点 を、上 げる こ とがで きよう。特 に前者 は蓄積論 に関 して
今 日に至 る重要 な論 点 であることは疑 い を容れない。また後者 は実 は猪俣の観点 *20と も共通す る
内容 を多 く含 み、両者 の認識の大枠 としての一 致 を見 る こ とがで きる。 これは当時の国際的なマ
ル クス主義認識 において、N。 ブハ ー リンの世界帝国主義認識 *21が 大 き く影響 して いた と思われ
る。彼 らの論争以来、四分の三世紀 を経 た今 日の 日本 と世界 の資本主義 を考察す る上で、彼 らの
先駆的な日本資本主義 の世界資本主義 にお ける位 置 と相互 関係 に関す る認識 はます ます重 要 な学
ぶべ き論点 を提起 して い るように考 えられ る。
その視角 とも関連 して強調 してお きた いのは野 呂のつぎの主張である。 かれは金本位制の再建
を目指す支配 層 の政策展開 の中 に、一 つ は伝統的なわが国貨幣政策のイ ンフレマ イ ン ドと関連 さ
せて、 かつ他方 では当時 の世界潮流 を も考慮 しての ことで あろうが、 日本 の独 自の通貨圏の構築

この点では、かつてのヨーロ ッパ oモ デルの市民社会化への期待 は、当た らなかった と言 うべ きであろう。渡
辺治『企業社会 と国家』青木書店、1991年 に代表 されるような日本型企業社会の深刻な意味 を捉 えることは極
めて大切 で あろう。 藤 田勇『権威的秩序 と国家』東京大学 出版会、 1987年 は、 この問題 を含 めて、筆者 も参加

して、当時の旧「社会主義国家」を含 めて、世界 の諸国家 の歴史的比較 の観点 か ら、
「権威 的秩序」とい うター
ム を もって分析 して い る。 また 山田盛太郎『 日本 資本主義分析』岩波書店、 1934年 は、位相 を異 に して い る と
は言 え、資本主義 の発展、重化学 工 業 の発展 が 、 それ 自身変革主体 とな る (べ き)陶 冶 されたプ ロレタ リアー
トの形成 を通 じて、変革 のモメ ン トが益々増大す る と言 った認識 を持 っていた ことは 自明である。この観点 は、
先 の平 田の一般 論的把握、すなわち資本蓄積 の進行 がプ ロレタ リア的 自覚的市民 の増大 を もた らす とい う期待
(こ こで は敢 えて「期待」 と表現 してお きた い)と 通底 す る論理 を含 んで い る。
猪俣津南雄『極東 に於 ける帝国主義』 (経 済学全集第 24巻 )改造社、 1932年 、『 日本 の独 占資本主義』南北書院、
1931年 。
ブハ ー リン『世界経済 と帝国主義』現代思潮社、 1970年 。 じつ はブハ ー リンの世界資本主義認 識 は、貴重 な
問
題提起 を行 っていた ことは今や明 らかで あるが、1929年 7月 コ ミンテル ン第 10回 執行委員会総会以降、ス ター
リンが支配す る こ とによ り、かれの認識 は捨 て去 られて しまった。 この点 は先の野 呂榮太 郎 『初版・ 日本資本
主義発達 史』上、 278頁 のブハ ー リンの「国家資本主義 トラス ト」論 に関連 して述 べ てお いた ように、世界帝国
主義認 識 を も含 めて、重要 な提起 となっていたので ある。ブハ ー リンに対 す るスター リンの処遇 その後 は、大
BAEMOE,り 89的 田あ き子訳 険 ブハ ー リンの想 い剛 上・下、岩波書
合 ?日 銅 弔 )A羞 蓼諸懲 ∬嵯 klE3ASЫ
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*22。

を必須 として い る ことを扶 りだ し、 さらに日本帝国主義の侵略的野望 を捉 えた点 である

ここ

「講座」派系統 の議論 でやや もすれば、軽視 されて きた貨幣・ 金融
にはその後 の 山田盛太郎 を含 む
論的視角 へ の深 い関心 が あった と見 るべ きであ り、十年先輩 の猪俣 の議論 を理解 した卓見 がある
と言 うべ きであろう。ここで敢 えて追記 してお きた い ことは、野 呂の こうした視角 は残念 なが ら、
その後 の山田盛太郎 を先頭 とした講座派 には、ほ とん ど継承 されて こなかった。管見 の限 りでは、
*23。

寺島一 夫 (佐藤‐郎 )の ほ とん ど忘れ去 られた小冊子 にその継承 を認 める こ とがで きよう

3

絶対主義論 と資本 主義

絶対 主義論 は、当時 の支配的認識 としてのカール・ カウツキーの均衡論的認識 が大 きな出発点
である ことを知 る ことが 出来 る*24。 またそれ は同時 にわが 国近代国家 の変革論 とも結 びあって い
る ことを改 めて知 る ことになる。絶対 主義論 は明治維新 の基本的性格 に関 わ っていて、 その立場
か らは次 に想定すべ き変革 は民主主義 に焦点 が置 かれ るべ きだ とい う変革論 と緊密 に結 びあ って
いた。 また絶対 主義論 をわが 国 に適用 しようとす る意識 は、何 よ りも日本社会 の遅れた政治 シス
テム としての天皇制 のあ り方へ の批判 が込 め られて いた。 レーニ ンが『 ロシア社会民 主党 の農業
綱領』『民主主義革命 にお け るロ シア社会民 主党 の二つの戦術』にお いて強調 した、1861年 の農奴
解放以降 に捉 えようとした、資本主義蓄積 へ の過 大評価

*25、

現実 には頑強 なまでの旧貴族層 の巨

m、 拙稿mの
『静岡大講闘圏飛制第 38巻 304号 、1989」 乳念のために述べてお くと、
筆者 は野呂のこの
日本資本主義 と金解禁政策」
極めてよく貨幣・ 金融・信用論の世界に分け入った先
論文が当時のマルクス主義的立場の論者の中では猪俣 と並んで、
￨1正 一)『 日本金融資本論』
(19290と いう名著 も登場し
むろん野村順之助姉 り
駆的作業の一つではないかと考 えている。
マルクス主義の立場からのこの領域の仕事がなかったなどと言うつもりはない。しかしいわば応用問題 とし
ているので、
ての当時の通貨政策の基本方向に関 して、
野呂が示した卓見 は残念ながらその後の講座派はついに継承 し得ず、とりわけ
むしろこの小可欠の領域 に関 しての脱落ないし看過があったという外ない。
山田盛太郎 をその代表者 としている点では、
『金の経済学』
猪俣の
野呂のこうしたリアリティに富む通貨政策論認識は、
それは行論で示す方法論上の問題に帰着する。
ただ当時の後継者た
貴重な問題提起であった。
先に挙げた瞳疎 に於ける帝国主利 などと並んで、
中央公論社、1932年 や、
ちはそれを意識できなかったと言つてよい。
■
23寺島 『日本貨幣制度論』日,辱需翻虫 1935亀 なお座談会
「野呂榮太郎 一その創造的理論 と変革の立場」(降 愕:と 思想』
=夫 1984年 4月 おける の 「野呂の資本主義分析
・ 帝国主義論 と現代」をも参照されたい。
寺島のこの小
)に
筆者 報告
第 52号 、
それほど
偶然古書店で発見 したのである力ヽ当時は、
冊子を筆者 は学部四年生時代に日本金融資本発達史研究のために、
決 して過少￨こ 評価
当時の学界レベルからして、
の価値を認めていたわけではなかった。しかしその後研究を進める中で、
なお この座談会は、
筆者 にとって忘れがたい想いを持つ。それは当時学界で貴重な役
されてよい とは思われなくなった。
そ
現在に至っておられることである。
割 を果たされていた芝原拓自氏力ヽ報告に参加さな その後程なく体調 を崩 されて、
1994年 としてまとめられた。
の方法』
校倉書房、
氏の報告は、
後 に同氏著殴
の二刻も早いご回復を念 じておきたい。
●
24堀 江英一・ 山口和男訳『フランス革命時代 における階級対立』岩波書店、1954年 。
●
25 レーニ ン
ロシア
『ロシアにおける資本主義の発展』は、
小ブルジョア経済学であつたロシアのロマン派経済学者たちが、
ゼムス トヴォ統計
には資本主義発展の要素が見 られない として、
資本主義の歴史的発展の傾向を否定したのに対 して、
そこから変革の筋道が
などを駆使 して、
遅れたロシアといえども資本主義発展の傾向を認めることはできるのであり、
立つとい うことを論証しようと努力 した作品であった。しかし一般論 としてそのように認識 したことの誤 りはないと
巨大地主制の残存 を確認 したィーニンは、自己のロシア資本主義発展
しても、
農村 における頑強な封建的 ともすべ き、
プロレタリア社会主義革命の一般的課題にも
むしろ伝統的封建的性格を強調することから、
の積極的強調 を補正して、
1905年 ロシア革命の経験を踏 まえつつ、
農村社会の民主的変革なしには社会主義の展望 を与えることは極
関連 して、
めて困難であるとの認識 を強調 したのである。

*22「 金解禁 と円本位制の確立」
『戦間期日本資本主義 と
『財政経済時報』1928年 11月 号、
拙著
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大地主支配 による農村社会の依然 た る封建的構造 を変革す るためには、 ブルジ ョア民主主義 が必
須 で ある との認識 を、所与 の前提 として、明治維新後 の土地変革 を捉 えたので あ り、天皇制権力
を旧搾取基盤 を代表す る地主制 と、資本制 つ ま り独 占ブル ジ ョアの利害の均衡 の上 に立つ絶対主
義権 力 と定義する。 つ まり天皇 制権力 の狂暴 な弾圧支配の基盤 としての絶対主義的統治 システム
を根拠 づ ける絶対主義論 とい って もよい。
ところで絶対主義統治 システム の歴史具体的事象 とされるの は、 フランス・ ブルボシ王朝 とい
う こ とにな り、他方 で イギ リスのエ リザベ スー世統治期 とい う こ ととなろ う。 しか しフラ ンスの
事例 はお よそ三世紀 にもわたる長期間 に及 んでい る。 これに関 して、一体、国家 は相異 なる利害
を持 つ複数階級 の利害調整者 として、
「 均衡 」を図 りつつ これほ ど長期間 に及 ぶ支配 を可能 とす る
か とい うそ もそ もの疑 間が発生す る。階級国家論 の立場 では、複数 の階級 が国家 を長期 にわたっ
て支配 し続 ける ことはあ り得 ないので あ り、その意味 で、絶対主義的階級「均衡」国家 とは「例
外」国家 で しかない とい うのは伝統的認識だったので ある*26。 そればか りか、中木康雄 *27が 解明
してい るよ うに、フランス絶対王政 の権力 中枢 とされ る高等法院官僚の階級性分析が問われ よ う。
中木 の解明 によれば、高等法院官僚 は、当初、爵位 を持 つ封建 的土地所有貴族 がその地位 を占め
ていた。 しか し初期資本資本主義 の発展 とともに、零落 を繰 り返 したかれ ら貴族 はやむな く爵位
を有力商工業 ブル ジ ョアに売却す ることをしばしば行 った。爵位 を持 つ ことは同時 に高等法院官
僚 となる権利 を保有す るので、事実上、高等法院 は、 かれ ら新興 のブル ジ ョアが漸次的 に占拠す
るに至 り、 ここに王権 は、事実上、 ブル ジョア的禾U害 を投影す る存在 となった とい うのである。
つ まり三世紀 に及 ぶ ような均衡主義的な絶対主義 はない ことになるので ある。
また今 一つの論点 としては、 そ もそ も大 日本帝国憲法が絶対主義憲法 としての性格 を持 ってい
たかについて も洗 いなおす必要がある。同憲法 が明治天皇の神勅 を受 けた欽定憲法 としての形態
を取 って い ることは周知 の事実 で ある。 この国家 は天皇 が永世 にわた り統治 す る とい う形態 も
取 っていた。 と同時 に天皇 は、憲法 の条章 に従 って、帝国議会の同意 を得 て統治す ること、 さら
に帝国議会 によって議決 された法の天皇 による公布 をもって、 この法 による統治 を行 うことが明
記 されてい る。 その限 りでは君主 に対 して絶対的支配権行使 を全面的に与 えた形式 が取 られては
い ない。その面 での法治 国家的形式 が取 られて い る こ とは認 め られ るべ きであろ う*28。

他面 で、

軍事大権 に関 しては、 いかに も絶対性 が保証 されてい る。すなわち陸海軍 の軍備計画、動員、宣
F.エ ンゲルス『家族、私有財産及び国家の起源』
。
中木康雄 『フランス絶対王制 の構造』未来社、 1963年 、同『 フランス政治史』上、未 来社、 1977年 。
標準的な憲法概 説 として、長谷川正安『昭和憲法史』岩波 書店、 1961年 、 また杉原泰雄 『憲法の歴史 』岩波書
店、1996年 は、比較憲法史 の観点 か ら、立憲制論、各国憲 法比較 な ど多岐 にわた る検討 が行われ ていて、極 め
て示 唆 に富 む。
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日本資本主義論争に関する若干の覚書
戦講和 の権等 の一切 の権限 は参謀本部総長、軍令部総長 の天皇 に対す る進 言 (補 弼 )に 基 づ き、
天皇 が決定す る こととされていて、しか もこれ ら諸規定 の憲法上 の明確 な位置 づ けがないために、
事実上軍事官僚 の「天皇 の名」 による暴走 を許す結果 となった点 では、軍事専制国家的色彩 を濃
厚 に して いた といわ ざるを得 ない

*29。

この ように絶対 主義的憲法 の性格 をどの ように捉 えるか

は、今後 も検討 を要す るところであ り、 そ もそ もプ ロイセ ンの絶対 主義憲法 を引 き継 いだ とされ
るが、 じつ は同憲法 その もの も、知 られてい る古典的 な絶対 主義時代 の支配形 態 とは異質 の、 19
世紀型専制 とすべ きで はないか とす る議論 もある。 そしてわが 国憲法 はそれ を引 き継 いだのであ
るか ら、純粋 の絶対 主義憲法 とすべ きではない とい うのである

*30。

た しか に当時 の論争 で は絶対 主義評価 を承認 す るか どうかが、「講座」派 的 には論者 の革命
性 の試金石 とされたのであるが、今 日の段階 か らはむ しろ、近代天皇制 の支配構造 の具体 的実
証的解明 こそが 問 われて い る とす べ きで あろ う。絶対主義 とす る立場 か ら、変革 の二 段 階論 の
論拠 とされ、 これ に反 して維新 変 革 を ブル ジ ョア革命 とす る こ とか ら一 段 階変 革論 が 論拠 づ
けられ る とい うあ り方 が 問 い直 され て しか るべ きで あ ろう

*31。

す なわ ち絶対 主義規 定 か ら、

ブル ジ ヨア変 革論 を打 ち出す とい うために、維新変革 の封建制廃絶 の一 面 を見失 う ことこそが
問われる。他面 で、絶対主義 を承認 しない こ とか ら、当面 す る政治社会 の反動性、軍 国 主義的
支配 へ の批判 を鈍 らせ 、社会 の民主変革 の過小評 価 を行 う とい う視 角 もまた、逆 に問 われ るの
で ある。
私 は、極論 すれ ば、絶対主義的憲法 としての性格 を持 つ ようで いて、現実 のブル ジ ョア改革 と

山中永之佑 『日本近代国家の形成 と官僚制』弘文堂、1974年 。
田中彰『近代天皇制への射程』吉川弘文館、1979年 、『明治維新 と天皇制』吉川弘文館 1992年 、『岩倉使節団』
講談社現代新書、1977年 。むろん 19世 紀型専制 と言 っても、それで定義が終わ るべ きものではない。出発点で
「19世 紀型」に込められるべ き内容
しかない し、現象論的認識 に止 まっているとい う外ないであろう。問題 は、
である。それには日本 とドイツ、ロシア、イタリアなどの比較史的手法 もまた必要であろう。 ここではとうて
いそれを論ずる余裕 はない。
ところで、 ここに言 う二段階変革論 に関 して、『日本資本主義発達史講座』が野呂榮太郎 を中心 として、編集 さ
れていた際 に、明確 に意識 されていたか どうかに関 しては、すでに知 られるとお り、コ ミンテルンテーゼが 1932
年 に発表 される以前に、この編集作業が始 まっていた ことか らして、せいぜいの ところ 31年 テーゼ しか存在 し
ていなかった とい う事実 に照 らして、 この執筆 グループは 32年 テーゼの二段階論 を前提 にしていなかった こ
とは明確である。 ただ野呂は 1927年 テーゼの変革論 には懐疑 の念 を持 っていた とい うことも明 らかにされて
い る。かれは何れか と言 えば、32年 テーゼによ り近接 した理解 を示 していた と思われる。しかしここで敢 えて
一言 しておきたいのは、「講四 派 の総帥 とされる山田盛太郎 の前掲『 日本資本主義分析』の認識 に関 してであ
る。筆者 の理解では、山田 は必ず しも二段階論、民主主義変革 を重視 していた とは考 えられない。 とい うのは
山田の論理は「基抵」た る零細耕作土壌 を基盤 とした地主小作関係 の解体 を不可欠の構成 として変革論 を語つ
ていたのであり、た しかにそれを出発点 としてプロンタリアー トと農民 との階級的同盟 を期待 した論理 を持っ
ていた ことは事実であるが、論理的 に詰 めてみると、それは「基抵」の変革 =解体 によって こそ社会変革 を可
能 とする論理を持 っていた と見 るのが妥当する。 とすれば これは何れか と言 えば 1931年 テーゼに近接 してい
二
た ことにな り、二段階論ではな く、せいぜいの ところ、民主主義的内容 を含 み込んだ 段階変革論 に帰着す る
い
い
が
だろう。じつは山田の認識 が一段階革命論 に近接 して ると う理解 は、筆者 野呂 と山田を検討比較 した際
)。 10年 ほど以前 に農業論
にもった ものではあるが、そ こでは鮮明 にはしなかった (後 掲拙稿「野呂榮太郎論」
研究者である畏友川東蜂弘 とのある時の談話の中で、かれか らも聞いたそのイメージで もあった。
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しての性格 をも付与 された明治維新 の世界史的位 置 か らして、立憲主義的法治 国家的統治形態の
側面 を過小評価すべ きではない とも考 えておきた い。そして絶対主義規定 を承認す るか どうかを、
革命性の試金石 とすべ きではな く、 またそのための経済構造把握 に拘泥すべ きではな く、 む しろ
社会 の民主主義変革 の必要性 は古 くは フランス革命以来、
近年で は 1980年 代末 の相次 ぐ東欧社会
主義諸国 の変革、 そ して現段階の資本主義諸国一般の抜 き去 りがた い課題 として、残存 され続 け
てい るいわば人類史的な「永続革命」の課題 で もあると認識すべ きであろ うと考 える*32。 そ ぅし
た観点 に立 つ とき、講座派 が認識 した民主主義変革の重要性 に関 し、当時 の社会科学 では、 ブル
ジ ョア民主主義 と認識 され た一段階 の課題 は、今 日では、非独 占ブルジ ョア、農民、小商店 経営
者、労働者 が担 う こ とになってい るのが 、20世 紀 であった し、今後 もそのように推移 して行 くで
あろう。

4

地主制論争

地主制論 として重視 されてきたのは、わが国近代国家の非民主性 ない し前近代性 の表徴 として
の、
「地主」をどのように評価すべ きか とい うことであった。 その際 に重視されていたのは、一方
33で
での「経済外的強制」の存否中
ぁ り、他方での地主資本家的性格をどのように評価すべ きか と
い う点であった。毛利健三、山崎隆三 らがかつて 1970年 代当初 に、 また長岡新吉が 80年 代 にこ
■
32拙 著『清沢冽の政治経済思想』御茶の水書房、1996年
。本書で筆者が意図 したのは、 レーニ ン流の民主主義論
では、見落 とされた課題、即ち言論思想の 自由を基礎 とした、た しかにブルジョア革命 によって端緒づ けられ
たであろう民主主義 の論理が、実はブルジョア支配の論理 をこえた民主主義一般 の論理 を包含すべ きではない
か とい うことであ り、清沢冽はまさにその問題 に意図せぎる形で接近 していた とい う点である。なおレーニ ン
の民主主義論の問題 として、 カウツキーヘの批判 の中で鮮明 にしているように「民主主義一般」を主張するこ
とはナンセンスであるとの認識であろう (『 社会主義革命 と背教者 カウツキー』参照)。 しか し約 70年 余 の旧社
会主義諸国の歴史 と1989年 以来のその劇的変革 の中で問われていた課題 を考 えるならば、 レーニ ンの時代 の
限界性 を確認 してお くべ きであった。なお レーニ ンに関する公平な評価のためには、かれ も社会主義 と民族 自
決権の諸課題が民主主義論の問題 として認識 していたであろうこともつ け加 えてお くべ きであろう。まさに民
主主義の課題は古 くかつ新 しいのである。より知 られている論理 で述べてお くと、レーニ ンにはブル ジョア民
主主義 を、ブルジョア専制支配の道具 と捉える傾向 と、社会主義変革、民族 自決の実現 とい う課題 の前提 とし
て重視 した面 と二つの顔 があったのではなかろうか。そしてそれは レーニ ンの時代の変革論の歴史的制約で
あったろうし、遅れた ロシアにおける民主主義の未成熟の現実 による もので もあったろう。民族 自決 に関す る
ウィル ソン 14カ 条 に知 られるレーニ ンとのふれあ う部分 を考える場合 に、 レーニ ンの担 った歴史的画期的な
意義 を明確 にしてお くことは今 日なお も重要であろう。

"33 ここで経済外的強制論 に関 して、仮説的な論点 を述 べ てお きた い。周知 の ようにマル クス『資本論』で は、経
済外的 =政 治的 に人 々が土地 に緊縛 され ることによって、中世封建制的土地 領有関係が形成 され る としたわ け
であるが 、 この場合、考慮 されて しか るべ きは、西 欧世界 で は畑 作 を中心 として農耕生活 が展開 されていたた
めに、当然 なが ら、三 圃制 に示 され るように、春蒔 き畑 、秋蒔 き畑 、休耕畑 と土 地 は三 分解 し、 しか も この土
地 は固定的 では あ り得 な い。つ ま り人々 と土地 との関係 はよ リタイ トではないので ある。 ところが 日本 の水 田
耕作 の場合、人 々の土地 へ の回着程度 は極 めて高 いであろ う。従 って、 日本 の場合 の土地 へ の緊縛 と西欧 とは
相 当 に異 な るか ら、封建制的土地領 有 と身分関係 の あ り方 には大 きな相異 を もた らし、マル クスのイメー ジ し
た 緊縛論 、経済外的強 制観 は西欧 を前提 としての認識 であ り、 日本 の場合 は、身分制 は前提 なが らも自然発生
的な緊縛が あった こ と、しか もこの土地 と人々の関係構造 は近 代化以降 のプ ロセスで も相 当 に相異性 を持 つ社
会構造 を創 出 した ことへ の関心 を払 う ことが必要 であろう。 さらに封建地代 の貨幣納 か現物納か、 もある。
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の論争 にふれた以外 には、あ ま り問題検討 は見 られない

*34。

そ こでの基本問題 は、土地所有 の評

価、土地 緊縛 と高額 地代、経済外的強制 の存否 (野 呂 と櫛 田民蔵

*35、

平野義太郎

*36)と ぃ
ぅ、論

点 に尽 きる。封建的領有制 の抜本的近代的 な変革 として 1873年 の地租改正 を評価 しうるか どうか
とい うこ とで ある。この改正作業 は、1869年 の田畑勝手作 の容認 や土地所持の承認 (丹 羽邦男

*37)、

基本的 に
そ して 71年 の四民平等 の身分制解放 な どの諸改革 を前提 として展開 された地租改正 は、

は①土地所有権 の確認、②租税 の現物納入から現金納入への転換 を実施することで、長期的 には
*38と

農民たちの国家 に対する負担の低減 が図 られた

ぃった前進面 を持っていた。

しかし野呂にはじまり、山田盛太郎で定着 した地主制論の基調 は① に関 して、 それが実質的 に
は地主優位 の体制 を創出した こと、 しか もこの地主が依然 として伝統的封建的支配関係 を小作農
民 にの こした事実か ら、 また② に関 して、そもそも地租の設定額が、以前の封建貢租 を下回るこ
とのない ような水準 に設定 され*39、 農民負担 は封建時代 と同等であるとの判断か ら、これらの状
況を可能 としたのは『資本論』の地代論 に指摘 されている経済外的強制 を国家が農民たちに強制
した ところにある と認識 した。つ まり国家的な土地緊縛が封建制を引 き継 いだものであり、その
残存 したもの と見 ることで、一方での資本制 の展開 と並んで、他方での農村 の封建制 の存続、 こ
れをもって「半封建的」 との定義 を与えたわけである。 しか もなお悪いことに、全国一元的な経
済外的強制 を実現 したのであり、幕藩体制 の割拠主義的構造ではな く、 それだけに強力な集権国
*40。

家を形成 した と見たわけであろう

これに対 してt猪 俣津南雄 は、地主制 の「封建制」 とは資本蓄積 の進展 とともに解消 して行 く
べ き運命 を持 つ前近代性

(封 建遺制

)で あつて、基本的 には地租改正 により、封建制的土地領有

形態 は廃絶 された と見 なしたし、櫛田民蔵 はこれをもって過渡的地代範疇 として捉 える、すなわ
ち封建制か ら資本制地代への転換 の過渡段階 と見 なしたのである。
『近代 日本経済思想史』II、 有斐閣、1971年 、山崎 隆 三『近 代
毛利健 三「 ファシズム下 にお ける日本 資本 主義論争」
1993年 。
1989年 、
長岡新吉『 日本資本主義論争 の群像』ミネルヴァ書房、
日本経済史 の基本問題』ミネルヴァ書房、

■
36櫛 田民蔵「わが国小作料の特質 について」
「小作料 の地代範疇 について」(『 櫛 田民蔵全集』
第 3巻 、改造社、1947

年)。
平野義太郎「半封建地代 か前資本主義地代 か」 (F平 野義太郎選集』第 4巻 、自石書店)。
丹羽邦男 『土地問題の起源』平凡社、1989年 。
都留重人『体制変革 の政治経済学』新評論、1983年 の特 に第 2章 を参照されたい。 この都留氏 の記述 は経済論
として も貴重 な論点を提起 してい ると思われる。
大蔵省 の指示文書 は、本来、生産的な農業者 から多 くを取 り立てるのは国産発展 の上で は望 ましくはない とし
た。 しか し商工業、貿易 (関 税 自主権 の欠如)の 未成熟 の状態では国家運営上、当面 は旧貢租 と同程度 の水準
を維持するのはやむなしとい う立場 であった。 したがつて、国家の側 は、農業 を重要な富の源泉 とい う認識 を
持 っていたのである (大 蔵省事務総裁・ 参議大隈重信「地租改正之儀正院伺」1873年 5月 19日 )。
山田盛太郎 『日本資本主義分析』では、地主的土地所有制度は本質的 に疑 う余地 のない「封建的」性格 を持 つ
のであって、国家 は この制度 を幕藩体制の割拠主義的運用ではなしに、全国一元的 に体制化 した ことを強調 し
てお り、他方で資本主義的工業 の展開が見 られた ことか ら「純粋」封建制的な地主支配の構造がいわば修正 を
受けたので、 これをもって「半封建的」資本主義 ない し半封建的軍事的資本主義の型 と性格 づ けたのであつた。
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これ らの諸対立点 はその後 も残 されてきた とは言 え、
今 日の段階 か ら改 めて論議す るとすれば、
少な くとも地租改正作 業 が土地所有権 の確定 を行 った意義 は高 く、 かつ身分 の固定 を廃絶 した事
実 は承認 されねばな らない。従 って、野 呂以来の論 議 には、相当 に無理 が あると見 るべ きではな
いか。野 呂たちが土地 緊縛 と認識 した現象 で ある土地不所持 の農民たちが農村 を離脱 で きなかっ
た基本的要因は猪俣 等 が指摘 して い るように、資本主義工業化 の発展度 の低位性が多数 の農民 を

農村 に閉 じこめ、か くして小作料 の相対的高位を実現 した と考 えられる。 さらに言えば、か りに
資本主義機械制大工業が装置 されたとして も、それは産業革命後 の技術 を受容 して展開す るので
あるか ら、相対的には労働力需要をより低位 の もの としたので あ り、 その こ とが大工業 の農村
か らの人口吸引力を歴史的に見れば、 より小 さなものとしたので ある。 これは地主の側か ら見
ても、工業化投資機会が相対的 に低位であった ことから明治後期 まで、土地投資が基本 となっ
ていたことで も分かる。明治30年代 の産業化促進政策の一環 ともすべ き、政府が進めた1905年 の
利子所得税免除 による企業投資優遇 を通 じての、地主投資のブルジョア的傾向の促進 が見 られ
てい った とい う中村政則 *41、 また これ をい ち早 く着 目 して、
「明治30年 代法体制」 として論
じた利谷信義*42の 視点 の重 要性 を銘記 してお きた い。 じっ はこの視点の源流 は高橋亀吉*43
に見 られた ところで ある。地主のブル ジョア化 とい う表 現 に抵抗感 を持 つ向 きもあろうけれ
ども、 じつ は日本 の近代国家 の成立以来、野呂らが指摘 したよ うな地主の半封建制 と資本制 と
は基本的 に決定的矛盾に陥 る事実 はまず見 られなかった とい うべ きであろ う。むろん1920年 代
において、植民地朝鮮から安価な米が流入する ことに対す る地主層 の抵抗感 はあった ものの、
それが一大政治課題 としてブルジョアジー と抗争 した とい う事実 はまず見 られなかったので
あ り、地主 と小作の紛争 に際 しても、地主優位 の解決 が常 に図 られた とい うわけで もな く、川
東静弘の集計 によって も、地主利害 と小作利害 とは全国的 には半 々で処理 された とい う*44。
つ まリカウツキー流の均衡論的絶対主義認識 では、 ともに支配階級 としての位置 を占めるに
至った封建勢力 と資本主義勢力 との階級対立 を、バ ランス を取 って王権 が政治支配 を存続 させ
た とする論理 を背景 とした絶対主義論の立場では、現実認識 を誤 ることになるのではなかろ う
か。
中村政則『近代日本地主卸寒研窒』東ホ本学出版会、1979年 、 ところで地主の資本蓄積 に果た した役割 に関 し
て、筆者 もかつて静岡県地域に関 して検出 したことがあるが、静岡県東海道筋の場合、すでに 1890年 代 にいた
るまでの時期 に相当の投資活動 (1887年 の一有力地主の所得中、小作料 は 212)を 班圭ぶ行 らそJゝ 磋あネあ乞
:
その点では中村 の山梨県養蚕業地帯 の地主よ りも「 ブルジョア化」の傾向は強かった と見なければならない
。
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重要な ことは、地主制 の封建制的本質 を解明 す る ことで もって、絶対 主義論 を構築 す る、 ない
しそ こか らブルジ ョア民主主義革命 の必然性 を論証 しようとす る経済基盤 と政治過程論 との直結
的理解 を行 う ことではな く、 また逆 に、地 主制の ブル ジョア的本質 ない し近代資本制 へ の適合性
の論証 か ら絶対 主義論 を克服 した として も、 そ こか ら直結的 に民主主義的変革 の重 要性 を軽視 し
てよい とい う論議 に与 す る ことで もあるまい。 ここで問われ て い る一論点 としては、地主制支配
が長 らく近代 日本社会 に伝統的前近代的意識諸形態 を もた らし、か つ明治 30年 代 の民法典改革 を
頂点 とす る明治初期 の民法典

(フ

ラ ンス・ ナポ レオ ン法典 を範 型 とす るボワソナ ー ド型 )か ら

の転換、長子相続制 の固定化、土 地所有権 の耕作権 重視 か ら所有権優位 へ の転換 が 図 られて い
った深刻 な意 味 で はなか ろ うか。 む しろ こ うした「逆転」 こそが 一 方 での反動的、伝統 的農村
秩序 の再構成 を図 る結果 とな り、他方 での先 に述 べ た利子所得税 の免除、土地投資負担 の増加
を通 じてのブル ジ ョア的発展へ の路線 が構築 されて い った こ との、相 関 に こそ 日本近代社会 の
後発帝国主義国 としての役割 との独特 の性格 を認識 すべ きで あ ろう。 それ に して も地主制 の本
質 をめ ぐる こうした長期 の対立 の根拠 となったのは『資本論』第 3部 地代論 の直接 的搾取 関係
にこそ、 つ ま りは制度 的政治的関係 よ りも、事態 の本質 が示 され る との指摘 を過 度 に強調 す る
ことと、先 の社 会変革論 の立論根拠 としての地主制 の評価 その ものが決定的 と認識 された ところ
にあ ろう。

5

マ ニュフアクチ ュア論争

マ ニ ュフ ァクチ ュア論争 は平 易 で はあるが重要な問題提起 をした書
総 と、かたや労農派 の論客 として著名 であ り、論争的書物

*46の

*45の

執筆者 とい う服部 之

著者 で あ った土 屋喬雄 の間 で展開

された論争 であった けれ ども、前者 は絶対 主義論者 であ り、後者 はその対立論者 で あ つた。考 え
てみれば、絶対 主義論者 の申 に、前近代社会 の資本 主義萌芽 の承認 の立場 が形成 され、他方、 日
本近代国家 の資本 主義的性格 をポ ジテ ィブに捉 えた論者の中 に、 これ と対 立 した認識 が登場 した
「マニュフアクチ ュア論争についての所感」
「マニ ュファクチ ュア時代再論」
「維新史方法上の諸問題」
服部之総
理論社、1954年 )『 近代 日本のな りたち』青木書店、1961年 、最
(『 服部之総著作集』第 1巻「維新史 の方法」
、1932年 である。
初 に登場 した服部の議論 は「明治維新 の革命及 び反革命」『日本資本主義発達史講座』
ニ
土屋喬雄編著『日本資本主義史論集』育生社、1987年 (黄 土社、1947年 再刊)。 土屋 は「徳川時代 のマ ュファ
に
の産
の
い
業分野
お
て周到にも
多数
幕藩体制下
『
)に
クチ ュア」 (『 改造』1933年 9月 号所収、前掲 論集』再録
おけるマニ ュフアクチ ュアの実態を諸調査、記録 を収集 して解析 し、結論的 には服部 の指摘す るような幕末経
済段階を「厳密なるマニ ュファクチ ュア段階」を実現 していて、今や機械制大工業前段階 に達 していた とい う
評価 はできない とい うことを解明 した。
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とい う点が興 味 のひかれ るところで ある*47。
この論争 では、 マニ ュ フ ァクチ ュア とは どの よ うな性格 を持 つか、 それは一 つの歴史時代 を
構
成 し得 るか、 とい う点が問われたのである。服部 は『資本論』第 1部 に指摘 されて い るとい う「厳
密 な意味でのマニ ュフ ァクチ ュア時代」*48に 依拠 しつつ論議 したので ある。その 目的 は、一体、何
故 に、東 アジア世界 において唯―の帝国主義国家 としてわが 国資本主義が成立 したのに、朝鮮、
中国、イ ン ドな どでは 自立国家 の実現 に成功 しなかったか とい うことの根拠 を探 ろ うと言 うので
ある。 つ ま り近代資本主義国家 ない し帝国主義国家 として上 昇・ 離陸 した 日本 の場合、 その前提
に一定 の広範 な資本主義発展の基盤が形成 されていた、 それはマニ ュフ ァクチ ュア時代 とも う
言
べ き事態 で あるとす るのが、服部 の立場 で あった。 この限 りでは講座派の伝

統的な半封建 的 日本

資本主義イメー ジに対 して、客観的 には、疑間 を呈 した形 となった。そ こでは前近代的封建的農
村 の存在 を強調 していたか らである。服部 は、封建制の胎内 に宿 った広範 な初期資本主義的生産
形態であるマニ ュ フ ァクチ ュアの強調 によって、講座派内部 の批判者 としての位置 を持 つ と考 え
られてい る。 これに対 して、近代 日本 の資本主義発展 を高 く評価 してきた労農派の土屋喬雄 が逆
に農村 に残存 した径役労働 に見 られ るよ うな伝 統的な搾取・ 支配形態の下では、 とうていマニ ュ
フ アクチ ュア時代 の存在 とい う認識 を容認 で きない とした ので ある。
ここには講座派 と労農派の奇妙 な反転 を見 ることがで きるが、 それ以上 に、実 は見落 とされて
い る論点 が あ りそうである。 それ は、特 に服部 の認識 に鮮明 で あるが、何故 に 日 が 一
本 唯 、 自立

帝国主義 となったのか、 その逆 にアジアの諸国が 自立 し得なか ったのかの根拠 としての「厳密 な
マニ ュファクチュア」時代 の形成 とい う論理 には、日本以外 の諸国 は封建制末期にも
依然 として
マニ ュファクチュアを形成できないほどの頑強な手工業 と農業 の一体化 したアジア
的共同体 を残
存 させていた とい う認識があることである。 これではこれ ら諸国の「アジア的生産様式」の近代
化への宿命的遅れを論証する結果 とな り、また日本「成功物語」の論拠 とされかねないのである。
■
47筆

者 は、このマニユフ ァクチュz諭 争が 日本がアジア唯― の帝国主義国家 となる前提 としてゼニュフラクデ ュ
アの広範な存在が ある ことを作業仮説 とした服部 の論理 と資本主義論争の本来争点 となっていた事項 とは一
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マ
現 に 1960年 代以降 の特 に朝鮮人歴史家 による李朝末期朝鮮 における商品貨幣経済 の進 展 と
ニ ュファクチュア形成 に関する研究 を通 じての「アジア的停滞論」批判が登場 してきたのも理解
されよう*49。 また 1980年 代初 めになると、先 に見た新従属派経済論や世界 システム論 に触発 され
て、芝原拓 自*50に よっても解明 されたように、日本 の「成功」 と中国など東アジアの零落的地位
への固定化 とは、決 して前近代社会の生産形態から論ぜ られるべ きものではな く、 むしろ一つに
は欧米帝国主義の対中国関心 と対 日関心の度合 い と性格、 それぞれの諸国の権力の集中 と分散 の
状態 などの視角からの検討 を要するものであつた ことは疑 いを容れないのではなかろうか。念 の
ために、芝原 によって、述べておけば、幕末期 の日本 は貿易収支赤字 に苛 まれていたのに対 して、
洋務運動時期 の中国では貿易収支 はむしろ黒字であり、その限 りで言 えば、近代化当初 は中国が
より優位 の立場 にあつたのである。
この服部的な認識 は、当時の東 アジア情勢 を反映 した認識 としてもよいであろう。 とい うのは

20世 紀末 とい う現段階で把握 されるべ き、東 アジアのエマー ジング・キャピタリズムとで もすべ
き新たな展開、さらに中国社会主義の改革開放政策 の 20年 間が生み出 してきた現実が、新たな問
題状況 を提起 してきたからである。では四分の三世紀前の論争から、今 日の段階 において改 めて
問い直 されねばならない視角 は何 であるか、 これ こそが論争に学ぶ今 日のテーマでなければなら
中
49安 乗始「商品経済の発展 と私商」 (『 朝鮮史研究会論文集』五、1968年 11月 )及 び『朝鮮近岱経済ネ可究』日杢
評論社、1975年 。また管見 の限 りで も、1960年 代 には朝鮮人系 ロシアの歴史家たちの朝鮮歴史研究が一定の蓄
積 を持ってお り、そこでの有力な一つの基調は、やは り朝鮮 における李朝末期 のマニュフアクチ ュアを含む経
済発展度 の高 さの強調であつた。安の この著作以前 にも、1960年 代 の時期 に、朝鮮系 ロシア人による朝鮮史の
諸著作 が、モス クワで ロシア語によって刊行 されていた。それらの著作 を見る機会を当時得 ていた筆者 は、日
本での朝鮮史 イメージとは相当に異質 の「発展 した」マニ ュファクチ ュア と商品生産、そして貨幣経済 の浸透
が李朝時期 の末期 に展開 していた ことを知 ることができた。むろん これ らの諸著作が どの程度 に客観的事実 の
実証密度濃 い作品であつたかは、値引きが必要であつたか も知れないが、それで も当時の日本人 の朝鮮 イメー
ジや朝鮮史研究 の浅 さか らして、あながちこのような作品 に異 を唱えるほどの力量 を日本人側 で も持 ち得 てい
たか どうかは疑わ しい。何れか とい えば、日本資本主義論争当時のイメージとさほど異 なっていた とは思えな
かったからである。ちなみに当時、筆者が手 にする ことのできた作品の一つ として、次の著作 を上げておきた
い。筆者 は これを大学 4年 生前後 で読 んでいたが、実に新鮮な感想 を抱 いた ことを今 も覚 えている。 Б.Д .Π AК
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И3Д ATEЛ bCT30(HAyК A),1968.ほ かに、当時参考 にし得 たのは、モスクワで発行 されていた『歴史 の諸問題』
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1982年 によれば、K.マ ル クスの『経済学批判要綱』等のアジア研究が、当時のイ ンド総督 の大英帝国政府への
報告 に基づ いて行われた とい う制約を持 つ ものであることが指摘 されてい る。それによれば、イ ンド総督報告
は大英帝国のイ ン ド支配 の正当化のために、 ここに見 られるとい う「ア ジア的生産様式」論が農業 と手工業 の
強固 な一体 陛を持 った共同体 を基礎 としているために、その孤立性 と分散性 によって特徴 づ けられる として、
そ こにこの生産様式 の停滞 性を強調 し過 ぎた とい うことで あつた。少 な くともイギリス産業革命前 までのイ ン
ドの手工業的綿工業が、世界市場 に巨大な役割を果た していたことは周知の事実であろう。従 ってイギ リスで
機械制大工業化 の実現がなければ、依然 としてイ ンドの地位 は揺 るぐことはなかった とすべ きであろう。なお
小谷 の見解 に関す る批判 として中村哲「近代東アジアにおける地主制の性格 と類型」中村・梶村秀樹・安乗直・
李大根編『朝鮮近代 の経済構造』日本評論社、1990年 を参照。安乗始氏 がご存命中の 1969年 当時、筆者 は氏 と
の対話 の中で、服部 の議論 が客観的 には東 アジアが帝国主義 の支配下に陥る宿命論的傾向があると厳 しく語 つ
てお られた ことを想起 している。なお中村哲 『 日本初期資本主義史論』 ミネルヴァ書房、1991年 をも参照。
*60芝 原拓 自『日本近代化 の世界史的位置』岩波書店、1981年 。
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ないで あろう。 この点 に関 して、今後 一層深 める努力 が求 め られてい る。 その際 に、芝原の問題
提起 は十分検討 に値す るのではなか ろうか。

6

国家変革論

資本主義論争 の背景 には国家論論争、 国家変革論があった こ とは自明 で ある。簡潔 に言えば、
講座派絶対主義論者 は二段階革命論 を、労農派 ブル ジョア発展論者 は一段階革命論 を主 として主
張 した と考 えられ る。 しか し果 た してそ うであるのか、民主主義論 と経済体制 の関連性 はどの よ
うであるのか、 とい った問題 が ここには内在 してい る。野 呂一猪俣現段階論争以 来 の問題 が ここ
に も貫 ぬかれて い る。
国家変革論で今 日の段 階 か ら解明すべ き一つ の視角 として、民主主義論の観点 が あろう。それ
は当時 の論争の争点 として激 し く抗争 されたのは、当該期の 日本国家 の性格 で あった こ とは言 う
まで もないが、
本質的 には 1920〜 30年 代 の厳 しい人民抑圧支配 の体制 をいか に民主主義的 に変革
す るか とい う場 合、猪俣以来の労農派 は、基本的 にブル ジ ョア変革 とブルジ ョア民主主義変革 と
の区別 と連関 を見失 い、 ブル ジ ョア的経済変革 が同時 にブル ジョア民主主義 を達成 したかのよ う
な政治 と経済 の一体性 の認識 を濃厚 にしていた。 これに対 して講座派 は事実上、 ブルジ ョア民主
主義達成 の重 要性 を指摘す るとい う正 当な論理 を持 ちなが らも、 この民主主義達成 の欠如 をもた
らしたのは、近代変革 としての明治維新 を、 ブル ジ ョア変革 として正確 に認識 し得 なかった こと
で ある。 むろん労農派系統 の指摘 にあるように、野 呂の場合、 この論議 の先鞭 を付 けた とい う位
置 にもあ って、維新変革 のブル ジ ョア的本質 を認 めていた ことは明 らかである。 ただ し重 要な論
点 として野 呂はわが国 ブルジ ョアジーが登場す るに際 して、維新国家の反動性 に培養 されて いた
こ とともあい まち、さらには帝国主義段階に突入す る時期 に本格的な資本主義化 を実現す る上で、
この反動性 の濃厚 な権力 と結合す る こ とによって、 つ まりはブル ジ ョア民主主義 をむ しろ期待 せ
ず に、反動的抑圧 を労資関係 にも及 ぼす こ とによる蓄積強行 の容易 さを獲得 した と認識 していた
こ とは事実 で ある。
今 日の段 階 か ら改 めて この論争 を検討す るには、上 に述 べ た野 呂の先駆的認 識 を出発点 としつ
つ も、 さらに人民 に とっての民主主義 の実現 とい う課題 は、西欧型 ブルジョア民主主義革

命、市

民革命 によって あたか も実現 した と手放 しの評価 は し得 ない とい うこ とで あろう。 た しかに市民
革命 は社会 の民主化 の出発点であったで あろうけれ ども、ほ どな く登場 した帝国主義化の課題 が、
常 に民主主義 的課題 の一 層 の増大 を呼 び起 こしてきた し、人類普遍 の原則 とで もすべ き この民主
―‑18‑
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一 層重視すべ き内容 を提起 してい ると考 えるべ きで
主義 の実現 は 20世 紀末 を迎 えた現段階 で は、
あろう*51。
すなわ ち、独 占的支配 システムが社会 の圧倒的諸階層 を従属的 に編成 して い る ことによる矛盾
は、資本家階級内部 にあって も規模 間 の格差 と抑圧 として、 また非資本 主義的経営体 で あ る小 経
営的 自営業者、農業者 との矛盾 な どを深 めてお り、欧米 は もとよりわが国で も 1980年 代以来、同
調化 された政策 としての「規制緩和 」 が一 層厳 しい社会摩擦 を呼び起 こし、独 占体 に対す る社 会
的規制 の必要性 をじつ は高 めてい るとい うことに示 される、民 主主義的諸課題 の噴出が ここでは
考察 されねばな らない

*52。

また国際的規模 で問題 となって い る環境 問題 に関 して も、もはや資本

の論理 のなすが ままに蓄積万能 で世界 が運営 されてはな らない状況 を生起 してい る ことは、 よ く
知 られてい るところであ り、 ここで もまた国際的「公的」規制 の重要性 を増大 させていることは
言 うまで もない

*53。

周知 のよ うに市民革命後 の世界 は、イギ リス、 フランスはもとよ り、市民革命 としての独 立戦
争 を行 ったアメ リカであって も、19世 紀 には帝国主義的対外侵略 と占領支配 を繰 り返 す中で、強
大 な軍事大国 として も再編 され、 これを通 じて国内的 にも反動的支配 を強行す るに至 った。 そし
て第一 次世界大戦 を経験す る中で総力戦体制 の構築 (ダ ー ンン ドル フ)が 求 め られ、 ここに一面
新版〕
東京大学出版会、1969年 によれば、猟官制度を特色 とするアメリカの民主
辻清明『日本官僚制の研究』〔
的官僚体制 にあっても、またヨーロッパ先進諸国の官僚制 にあって も、19世 紀末期になると、強大な権力的集

中 を必要 とする帝国主義化 の進展が見 られ、かつ帝国主義の下での社会政策 の必要性 が、特 に強力 な労働運動
を持 った ドイツを中心 に進行 したことも作用 して、官僚制 の肥大化 による民主主義の保証が弱化 した ことが指
摘 されてい る。むろん財政 のワーグナーによる経費膨脹 の必然の解明 ともこの問題 はつながっていよう。す な
わち、ぼう大 な経費 とその下に包含 される官僚 の人員 によって、支配力の強弱が生 まれるわけである。
山本義彦「規制緩和 で 日本経済 は再 生で きるか」『第 21回 労使共 同 セ ミナーの記録』中央労使協議 会、 1997年 、

このセ ミナー は運輸 関係 の企 業経営者 と「 うんゆ一 般労働組合」の全 国的 な企画 として積 み重ね られて きた、
極 めて珍 しい試 みであ り、労使双 方 か ら、当面 の運 輸業 の課題 を協力検討 し、 よ りよい業務展開 を図 ろうと言
う趣 旨の下 で 開催 されて きた。筆者 は、 このセ ミナーで基 調講演 を行 った (1997年 5月 25日 )。
エ リック・ ホブズボウム『20世 紀 の歴史』上・ 下、 三省堂、 1996年 。周知 の ようにホブズボウム はイギ リスの
著名 な経済史家 として、資本主義 の段階変遷 に即 して、資本主義興隆 の時代、帝国主義 の時代 、そ して 20世 紀
の資本主義 と歴史的 な まとまりごとに この ような大 部 の著作 を発表 して きた。なお マル クス主義 に批判 的 で、
資本 主義 の肯定的理解者 である人 々の 中で も、市場 原理万能 が もつ資本主義 の「野蛮性」に強 い懐疑 を表明 し、
公的規制 の必要 を主張す る傾 向 が登場 して い る点 は、注 目す べ き現象で あろう (例 えば、斎藤精 一 郎『10年 デ
・エ コ ノ ミクス を大 いに紹
フレ』日本経済新聞社 、 1998年 、同氏 は 1980年 代前半 のアメ リカのサ プライサイ ド
介 した人 物 であるだ けに興味深 い)。 また宇沢弘文『二十世紀 を超 えて』岩波書店、 1993年 は、近代経済学者 と
しての著者が、効率主義 一 辺倒 の経済運営 とそれ を唱道 して きた経済学 のあ り方 に対 して疑 間 を呈 し、市場原
理万能 で は処理不能 の農業、医療 、教育、環境 な どの公 共財 =「 社会 的共通資本」た る分野 に対 して、市場原
理 を超 えた対応が求 め られ る ことを強調 して い る。 この観点 は、ホブズボウムの、21世 紀 は地 球環境 問題 をめ
「一
ぐって公的規制 が、市場万能主義 を超 えて発揮 され るべ きだ と主 張 した観点 とほぼ軌 を一 に して い る。また
切 の規制 を緩和・撤廃す べ きだ との議論 に私 たちは くみ しな い。規制 には、撤廃 す べ き規制、緩和 す べ き規制、
残 すべ き規制、新 た に導入すべ き規制 が ある。規制緩和 の大合唱 の指揮者 たちは、規制 を経済的規制 と社会的
規制 に三 分 し、前者 をす べ て撤廃す べ きだ とい う。私たちは「参入障壁 」 を形作 る規制 の緩和 な り撤廃 な りに
対 して は、上 記 の ような条件 を付 した うえで賛成す る。」とした報告書 (社 会経済生産性本部社会政策問題特別
委員会研究報告「 ポス トエ 業化時代 の改革問題」)を 策定 した佐和隆光、堤清 二 らは、今後 の社会経 済展望 とし
て、ルール な き資本主義、
「 18世 紀資本 主義 」的な 日本 のあ り方、その野蛮 性 を克服 す る ことの必要 性 を強調 し、
「 国富 んで山河破 る」状態 の改善 のための社 会的公正 の観点 を主張 して い る (堤 清 二・ 佐和隆光 『 日本型経済
システム を超 えて』岩波書店、 1997年 。 また本間重紀 『暴走 す る資本主義』花伝社、 1998年 参照 )。
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で は労働者、農民 をはじめ とす る市民 へ の戦争動員 の強制 を実現 しつつ、他面 ではこれ らの動員
体制 の構築 のために逆 に民主主義的動員 を図 る参政権の拡充 を迫 られ、社会諸階層 の利害 を実現
するための諸社会組織 の容認 を通 じて、戦争後の民主制 を創出する契機 となったの は言 うまで も
なかろう。

「型」論とその批判

資本主義論争 の直接 の激 しい論争課題 とな った もう一 つ の重 要問題 は、山田盛 太郎 の講座
執筆論文 を集 めた著作 *54に 関 す る向坂逸郎 の批判 で あ る*55。 そ こで まず ここで は 山田 の 方法
論 を紹 介 して、 これ へ の 向坂 の 批判 点 を解 明 して みた い。山田 は周知 の よ うに、『資本 論』
第 2部 再生産表式論 に依拠 しつつ、 日本資本 主義 の「構造把握 」 を行 った と主張 した。 それ は
再生産表式 こそが、資本主義 の根本矛盾 を表 現 す る ものであ り、 しか もそれ こそが、第 1部 の
蓄積論 と第 3部 の総過程 を結 び合 わ せ る媒 介環 で あって、 それ な くして は資本主義 は把握 さ
れ得 な い決定的環 で ある との認識 を表 明 して い る。 そ して産 業革命期 に表 現 され た この表式
に基 づ く「型制」 こそが、 (日 本 )資 本 主義 の蓄積様 式 の全生涯 にわ た る基 本 的矛盾 =対 抗 を
表現す る とい う認 識 を示 して い る。 これ に対 して、向坂 は、資本 主義 の現実的展開 を無視 した
「型 の 固定化」 を もた らして い る と して、批判 を加 える。 この批判 は一 面 で正 しい 内容 を持
つ と考 え られ る。何故 な らば産 業革命期 の 資本 主義 の構造 が その全生涯 を決 定 す る とい うの
は、資 本 主 義 の 現 実 過 程 と して 展 開 を 見 せ る、 自 由競 争 と小 規 模 資 本 中軸 の 時 代 *56か
ら株式会社形態 に よる社 会 的資金 の集 中動員 を図 りつつ形成 され る、 自由競 争原理 に背反 す
る独 占化、帝国主義化 を経 て、国家 との癒着傾 向 を著 し くして行 く国家 独 占資本主義、な い し
現代 資本 主義化 の歴史的傾 向 を考慮 の外 にお い て しまってい る と言わ ざるを得 な い か らで あ
る。向坂 は有名 な 山田盛太郎・ 平野義太郎両名 へ の批判論文「資 本 主義 にお ける構造 的変化 の
問題」 (『 中央公論』 1935年 12月 号、以 下 引用 は 向坂 逸 郎 『 日本 資本 主義 の 諸 問題』至 誠 堂、
綺4基
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。実は山田の執
した 醐
掃 藻進筆 野
炒 薩
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裔 判はヽ
、
本来編集責任者野呂榮太郎が執筆分担する内容であったが、野呂の検挙のために、野呂が信頼 を寄せていた山
田に執筆 を依頼 した ものであった。むろんすでに指摘 してきたように、野呂 と山田の方法論上の差異は相当 に
あつた と考 えるべ きであろう。 この点 の詳細 は拙稿「野呂榮太郎論」静岡大学『法経研究』第 24巻 3・ 4号 、
1976年 を参照 されたい。最新の産業革命概説 として石井寛治 『日本 の産業革命』朝 日新聞社、1997年 参照。
■
55向 坂逸郎 『日本資本主義の諸問題』至誠堂、1958年
(1937年 初版)。
66『
資本論』においてエングルスが指摘 したように、株式会社形態の出現 は企業経営規模 をそれ までの小規模性 か
ら大経営への転換 を強力 に推 し進める原動力 となったも
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1958年 に よる)に お い て、資本 主義研 究 の基本 点 は構造変 化 を描 出す る こ とに あ る とし、 そ
‐
の例証 として レーニ ンの『 ロシアにおける資本 主義 の発展』 を援用 して、 レ ニ ンの解明 はどこ
に も「 ロ シ ア 資本 主義 の 絶対 的 な型 な ど規 定 す るプ ラ ン を有 しなか った」 (44頁 )と して、
「 型」基底 その もの に反対 して い る。筆者 は次 に向坂 が述 べ て い るように、資本主義 を発展的
に捉 えるべ きだ とす る、極 めて正 しい見地 を打 ち出 して い る こ とは承認 されて よい と考 える。
すなわ ち「 マル ク シズムの方法 によつて、社会 的分析 が な され る場合、社会 を発展 す る もの と
して取 り扱 う ことは、最 も根本 的 な点 で あ って」 (37頁 )と 同時 に、 レー ニ ンの前記 『発展』
に対 す る自己批判 で もある『ロシア社会民 主党 の農業綱領』 で は、資本 主義発 展 を過大 に評価
しす ぎた とい う点 を も考慮 す るな らば、向坂 の言 うように、 もっぱ ら発展 を指摘す れ ば よい と
言 うわ けで はな く、 いか な る内容 =形 態 を もった資本主義 の い か な る発展 で あ るか を解 明す
ニ
るとい う見地 が求 め られて い ると言 わなければな らない と考 える。 つ ま リレー ンは資本 主義発
ロシアに
展 の一般論 を強調 す る ことによつて、小 ブル ジ ョア的 な ロマ ン派経済学 の立場 を峻拒 し
お ける資本主義発展 の事実 を解明す る ことか ら社会主義変革 の客観的基礎 を析出 したのが『発展』
だったのである。 ところが その後 の「発展」 が じつは頑強 な大土地所有制 の残存 とそれによる支
にお
配力 を解体 す る こ とな しには社会変革 が 困難 である と認識 し、『農業綱領』と『民主主義革命
けるロ シア社会 民主党 の二つ の戦術』 を世 に問 う ことになったのであ り、 この ことは「発展」 の
立場 を基本線 としつつ、歴史 的個性、 ロシア的独 自性 た る「型」 を解明 する ことの必要性 を示 し
た と言 うべ きであろう。
むろん山田の構想 の内容 として、恐 らく日本資本 主義 の場合、産業革命 =資 本 主義確立 が 同時
に帝国主義転化 を呼び起 こす とい う日本 的特殊性 を考慮 しての産業革命期 で全生涯 を解明 で きる
と考 えた のか も知れない。 しか し向坂 の「型 の固定化」論批判 は一定 の批判 た り得 てい るものの、
で は向坂 はそ こか らどの ような 日本資本主義像 を結 んだかが問われ てい る。残念 なが ら、向坂 を
含 めて労農派的 日本資本主義論 として まとまったイメージの あ るものは見 られな

い*57。 ぁ るのは

資本 主義一般法則 の実現 を記述す るに止 まって い る。
問題 は「型」 の設定 にあるので はな く、 その「型」規定 =本 質規定 の歴史段階 を通 じて どの程
度 の有効性 を持 つ認識 となって い るか である。 その場合、先 にも述 べた ように、山田は産業革命
期 の再 生産表式論 にもとづ く「型 」 の検 出 を もって、全生涯 を描出で きるとす る特有 の認識方法
学出版会、1962、 63年 の記述を見る
と、戦前期の捉え方には講座派が獲得 した認識に多 くを依存 していることが分かる。ただし「管理」通貨 シス

一 に
テムによる柔構造 の蓄積形態の指摘があるのは貴重であ り、大 内凩 の場合 も再生産構造 と信用構造 を統 的
の手法が原
の把握方法には宇野弘蔵
システム
論
理通貨
い
てよかろう。むろん管
るとされ
が
れて
える
払わ
捉
努力
理論的 に援用 されてい るのは言 うまで もない。
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を提示 した こ とではないか。 む しろ必要 な こ とは生産過程 に限局 された表式 による「型

」 をもっ

てでは、資本主義の もう一つの重要 な要素である貨幣 =信 用の論理か らの「型 をも
」
規定で きず、
しか も運動する資本主義の「型 」 として設定 していなかった その論理上 の問題 が あったのでは

な
いか と考 える*58。 資本主義のダイナ ミズム を取 り込んで規定 しうる方 こ
法 そが問われ て い るb産
業革命期 に認識 された再生産 の
「型」=構 造 は、貨幣 =信 用論的 内容 とともに再規定 され るべ きで
あ り、 そうした場合、零細耕作土壌 を蓄積 の根底的基盤 とした 日本資本主義 は一 方で強

力 な官営
工
の一
軍 廠
面的重化 学工業装置 が定置 され、他方で民 間財閥独 占体 とい う「 コ ング ロマ リッ ト
」
的蓄積様式 と独 占的紡績資本、零細 なマニ ュフ ァクチ ュア的蓄積 を背景 に もつ重要な
輸 出産業 と
しての製糸業 を出発点 として、 それ らの蓄積 の限界 を支 える国際的信用関係
=「 従属」的資本依

存性によって保障を受けつつ、アジァヘの侵略性を当初から特徴づけられた性格=本 質をもって
いた。これがその後の蓄積の展開、 とりわけ第一次世界大戦に る予期せざる
「外圧」的発展に
ょ
も規定 されて、民間重化 学工業装置 の形成 を幼弱なが らも持 ちつつ、政治大
国化 の一

足早 い成立

に促迫 されて、経済膨脹 を達成 していった。 その過程 は同時 に対外資本
依存性 を充分 に克服 した
のではな く、 む しろそれ に依然 として支 えられなが ら、成長の過程 を
経験 したので ある。 この場
合、産 業革命期 の再生産構造 によって固定的な展 開 を示 したので はな く、 む しろそれ

を前提 とし
つつ、 その不足部分 を補強す る過程 で もあったのが、戦間 の
期 構造 で あ り、帝国主義化 の構造 で
あつたのだ*59。 ここに提示 した ように、再生産構造 は一定 の段階 か ら他 の段階 へ の
転化 を遂 げる

過程で は、 日本 の場合、公債発行 を通 じる資本蓄積不足 の補填 を、国内的にも
、対外的 にも持続
させ ることな しには、維持 困難 で あったわ けである。 ここか ら筆者 は
資本主義論 として、一般的
に再生産 の構造 と信用 の構造 の関連 を取 り込 む ことで、方法論 として
「 型 」 を述 べ ることの意義
を強調で きる と思 う。
*58拙 著『戦間期 日

本資本主義 と経
資要不』増言雇〕1919年 、 章、及び「構造転換期 の日本資本主義 と金解禁政
策」静岡大学 『法経研究』第 38巻
304号 、1989年 を参照
「型」 の検出 とは、当面、筆者 として当
「 されたい。
該資本主義 国家 の編成原理 を説明で きる本質的内容 を提示すればよい と考 えるが
、その際重 視す べ きは、一 定
の歴史段 階 を通 時的 に説明で きる構造把握 で あ り、しか も同時 にその
動態 を説明可能 とす る本質把握 としてお
きたい。
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向坂 の批判 は他方で、残念 なが ら向坂 自身の日本資本主義論、ない しは日本資本主義 の特質規
が問題 としても、 それに対置すべ き独自の論理
定 を与 えた とは考 えられないのでt「 型の固定化」
を構築 し得 なかった点では、山田の優位は動かない と考 える。
今 日の段階から見 るならば、山田の再生産論依拠 の方法論が問題 とされるべ きは以下の ことで
あろう。すなわち、今 日の世界大 の規模 での資本主義 の展開 を考察す る上で、 もはや不可欠の環
である金融 =資 金循環への検討 を一切捨象 した ことめ制約 を見 なければならない。資本主義経済
論 として考 える際 に、生産 と資本、生産 と信用 は不即不離 の関係で寄 り添 って存在す る以上、 こ
の貨幣・ 金融・ 信用論的アプローチの側面を排除 してしまった問題点 は、殊 の外、巨大であると
*60。
言わざるを得 まい

ではどうしてそうした欠落 を生 じたのか。山田は再生産表式 に異常 に執着 し、 そ こに資本主義
の全 ての矛盾が凝縮 していると認識 したのである。 C+Vの 表式 に、資本 と労働 の階級対立の基
本が表現 されてい ると理解 したのである。果たしてマル クスは再生産論 にそれほどの重要 な役割
を果たさせようとしたのであるか、たしかにマル クスはフランソフ・ ケネーの 『経済表』 を改編
することで、再生産表式を創造 したのであり、その限 りではケネァ経済表が出発点であり、ケネー
もまたその経済表 に社会の富の流通 =配 分実態 を提示 したのである。すなわちそ こには社会 の全
構造が流通面で埋め込 まれたもの として理解されてい よう。 とりわけ山田はマル クス再生産表式
では非資本主義的要素であり、当時 なお頑強な地位 を確保 していた農業 を取 り込んでの表式設定
であるか らなおの ことであろう*61。
しかし困難はここから始 まる。 そもそもマル クスは再生産表式論 に、山田の言 うような社会的
諸対立の凝縮を見る と位置づ けていたのであろうか。むしろそれは違 ってい るのではないか。 と
い うのはマル クスは資本論第 1部 で資本 の蓄積過程 を解明 し、第 3部 で総過程分析 を行っている
ことに見 られるように、 また第 2部 はあ くまで もその両者の間 に立って資本 の流通過程 を論 じる
と位置づ けられているのである。従 つて本来的 には資本主義分析 の基本 は第 1部 で与 えられ、第

3部 で総括的 に階級論 に至るわけで、逆 に言 えば、総過程 に こそ、諸対立の意味が示 されると言
Ⅲ
60山 本義彦「再生産論 と日本資本主義分析」『経済科学通信』第 41号 、1984年 。
Ⅲ
61山 田盛太郎「再生産表式 と地代範疇」1935年 。山田の戦前 日本資本主義 のイメージは、 この論文 に実によく知
られるであろう了 簡潔 に言えば、戦前期 日本資本主義 とは、一方で資本主義的諸工業 の発展 と、 これを基盤 に
おいて支える農業生産関係 の封建的性格であり、そのためにマル クス再生産表式の全一的 に支配す る場ではな
かった こと、ここにケネー経済表が組 み合わされるべ きである との認識 を持ったのである。ケネー経済表は周
知の ように、フランス革命以前 の封建的農業生産形態 の下 でのフランス経済 を構造的 に把握するもの として提
マ
起されたのである。た しかに経済表 の出自は この山田の認識が正 当で あることを示 してい る。しか し他方で
の認識上の出
の
主義再生産表式
ー
が
資本
エン
ケネ
の
で
資本論執筆中
ルスに
てた
経済表
ル クスは、
グ
書簡 中 、
宛
レクスはあ くまで
発点であつた ことを鮮明にしてい る。 とすれ ば、山田のようにこだわ りを持 つことな く、マ′
その再生産表式作成 のアイデイア としてケネーを援用 してい るわけであるか ら、取 り立ててケネー経済表 を封

建的農業の表現形式 として限定する必要はないのではないか。技法の適用 と言つてよい。
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うべ きではないか*62。 だか ら資本 の蓄積・ 生産 過程 を前提 として、 そ こで展開された
貨幣論 は、
総過程 では信用論 として組 み立 て られ、貨 幣論 を前提 としての信用論 での具体
的現実過程 へ のア
プロー チがなされて い る と見 られ よう。
資本 の生産 と流通 は信用 によって裏付 け られ る とい う関係 を持 つ以上 、資 本 主義分

析 に は貨

幣 =信 用論が不可欠で もあ る。 む しろそれ を欠落 させた ことも、従 って第 2部 の再生産表式 に
資
本主義分析 の基本 的内容 を捉 えようとしたために、ダイナ ミズムヘ の志向 を弱 めたのではないか
、
即 ちまさに「型 の固定化」 に通 じる難点 を もた らしたのではなかったか。実際、野 呂榮太

郎 の場

合 は、資本主義分析 の中核 に第 1部 の資本 の生産過程 をお いた こ とが、結果 として、よ り柔軟 な
、
現実変化 を提 えるダイナ ミズム を持 ち得 た結果 になったのではないか。彼 の著作が 『 日本資本主

義発達史』と名称され、山田のそれが『日本資本主義分析』とされているのも、意味ある対応の
よ うな気が す る。
この点、 よ り詳細 に述 べ てみ よう。 山田は再生産過程表式 を基本 として
、封建的農業生産 関係
を基盤 とす るわが 国資本主義 の場合、再生産 表式 プラス「 ケネー経済表」 をもって、封建

制的農

業 と資本制的工業生産 の総括的分析 を実現 で きる と認識 したので あろう。
だが それ と同時 に産 業革命期 に、日本 の産業資本 が確立 した として、この時期 に倉J出 された
「日
本資本主義の型」 こそが、 その後 の時代 を貫 き、全生涯 を決定す るとい う認識 をも接合 したので
ある。 しか しか りにマル クス再生産表式 を前提 として も、一体、産業資本確立期 の「型 が
」 何故
に、全生涯 を貫徹すべ き質 を持 つか とい うことが論証 されてい るのであろ うか。筆者 は
とうて い
論証不能で はないか と考 えてい る。山田は確立期 の型 が固定的 で あることを主張す るために、 そ
の後 の展開 を基本的 には「型の分解」 として主張せね ばな らなかった。 これは事実 に
反す るで あ
●
62か って見田石介は
、山田91の 左摯賞、資本論の強響体系 に照 らして誤 りであると指摘 した。その趣 旨は、資
本論の三部構成が基本的には、資本制生産の総過程 を解明するために、まずは生産過程 を、次 いで
資本 の流通
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レの もとで執筆 し、 しか も前者 をよリー層深 めて解明 し
0基 本的 には資本主義の構造的内容が与えられ、そして
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ろう*63。
山田に即 して、例 を上 げよう。 山田 は農村織物業 が農家副業 として構築 され、零細性 へ の補強
的役割 をそ こに見 ていた。従 って第 一 次大戦期前後 か らの大 紡績資本 による兼営織布業 が、農家
副業基盤 を解体 し、農村 の存続 を危殆 に陥 らせ るとした。同様 に、大戦期前後 か らのイ ン ド、中
国での民族紡績資本 の興隆が、 日本綿糸紡績大経営 を困難 に追 い込 み、紡績 女工 の給源 で ある農
村 を解体 に追 いや る。製糸業 もまた対米輸 出 の困難化 を通 じて、農村危機 を招 くとしたのである。
だが こうした論理 に止 まらず、何 よりも上 に述 べ た よ うに軽 工業 主軸 の日本工 業生産 のあ り方
が、大戦期以降 の重化学工業化 の進 展 の中か ら、 その ものの うち に解体 に追 いや る陶冶 されたプ
ロンタ リアー トを創 出 し、重化学工業化 その ものが、 日本資本主義再生産構造 に とっての敵対物
として記述 してい る。 これ らは何 れ も、山田の言 う ところの産 業資本確立期 の型の否定者 として
認識 され る ことになる。 これ らは一定段階 の、少 な くとも「型」 が解体 する こと、歴史的存在 と
なるその後 も解体 の諸条件 が ます ます諸矛盾 を代表す る環 た らしめて きた。 ほぼ この ように理解
されて い るわ けで あるが、 これ こそ初発 の産 業資本確 立期の「型 」 の分 解 としてその後の時代変
化 を捉 える ことになっている。マル クスの認識 は、その ように固定的 な手法 に根 ざしてはい ない。
資本主義 の生成、発展、没落 とい う歴史的展開 の中での 自由競争 か ら独 占化 へ とい つた道行 きを
見 て い るように、歴史的経過 を生成期 の「型 」 の解体 としては捉 えてい ない し、現実 もまたその
ように推移 した とい うべ きであろう。
以上 の ように見 た場 合、一定 の段階 ご との資本 主義 の構造 的特質 を描 く上 で、再 生産表式 に
基 づ く分析 が意義 を持 ちつつ も、 なおそれにのみ全 てを依拠 して はな らず、 その段 階 ご との貨
幣・ 金融的側面 の特質検 出が求 め られ る。 そ して段 階 ご との「型」 の変容 を描 き出す こ とによ
って、資本主義分析 は生 きた認識手段 とな るので はなか ろうか。決 して向坂 の言 うような、「型
の固定化」 に意味 が あるわ けで はな い。問題 にす べ きは、山 田の分 析 が どうして「型 」 の 固定
化 に至 ったか とい う こ とであ り、 それ は筆者 の認識 によれ ば、資本論第 2部 ンベル を基調 とし
た点 にあ り、 日本資本主義 の具体 的展開 を踏 まえる とすれ ば、他 の資本 主義 国家 を分析 す る場
"63 この点では、中村政則「 日本帝国主義成立史序論」『思想』1972年 4月 号の論理 は、産業革命期 もしくは日清・
日露戦争期が日本近代帝国主義の構造把握 にとつてのパ ノラマの位置 に当たる、つ まり帝国主義成立前 と成立
後 の崩壊 に至 る眺望 を与 えられる時期 である としたが、 この論理 も大 きく見れば、発生期 に全生涯 の道行 きが
分かるとするので、山田の視角 に近 い。 これではより発展 した形態 の分析が発生期の姿の本質を提 えられると
する方法 と関連 させ ると矛盾 を感 じさせ る。サル の解剖 を行って人間の本質 を解明で きるだろうか。何故 に
もっとも発展 した資本主義国家 であったイギ リスにおいて古典派経済学以降のマル クスをも含む学説展開が
可能であつたかを考 えてみればよい。全 く別個 の論理 と方法 に基づ く著作 であるが、馬場宏二『日本資本主義
論』名古屋大学出版会、1997年 は、資本主義 のもっとも展開 した形態である日本 を捉 える ことが、必要である
と、議論 しているが、 これは経済学 の方法論 としては正 しい。 なお石井寛治「近代世界史 における日本 とドイ
ツ」渡辺尚、W.ク レナー編 『型 の試練』信山社、1998年 を参照。
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合 も恐 らくその ようで あるべ きであろ うが、資本主義 の蓄積構 造 を基 本 としつつ、再生産表式
上 の構造 を捉 えか えす こと、 そ して非資本主義的構成 で あ る農業 を位 置 づ け、 これ らを支 える
貨 幣・ 金融・ 信 用的諸 関係 を総合 的 に把握 す る こ とでな けれ ばな るまい*64。 とすれ ば、若 き
野 呂榮太郎 が取 り組 んだ 『 日本資本主義発達史』 の観 点 こそが 深化 され るべ き基 礎 で あ ろう。
大石嘉 一 郎 の指摘す る歴史段階論 と構造分析 の統 一 の必要 とは恐 らくその ような もので はなか
ろ うか *65。
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おわ りに一資本主義論争 の今 日的意義

後進国 (途上 国)資 本主義化 の筋道 を考 える上で、 日本 資本主義論争 が提起 した課題 は依然 と
して重 い。 また この論争 はたんに経済的政治的問題 に限定 され ず、広 く社会 科学認識 に影響 を与
えてきた とい う点 で も今 日に も決 して無視 し得 ない論点 を提起 して きてい るのではないか、 と考
えられ る。本稿 では筆者 の力 の及 ぶ限 り、今 あ らためて資本主義論争 を再検討す る こ と、 ない し
再解釈す る ことの意義 を問 い直す よう努 めたつ もりである。 そ して今後 も絶 えず、再解釈 に努 め
続 けた い と考 えて い る。その意味 では、本稿 は、なお研究途上 の未定稿 とい うべ きものに止 まり、
*64 この
表現 か ら理 解 され るように、資本主義構造 分析 とは、筆者 の立 場 か らすれ ば、マル クス経済学 に即 して言
えば、資 本論 の全 体系的把握 の具体化 と言 うべ きであって、限局 された再生産論 (本 質 は再生産表式 )で あっ
て よいわ けで はな い。山田 の再生産論 は決 して再生産表式 に限定 されて い な い とい う言 い方 もしば しばな され
るわ けであるが、実 は山田に とっての資本主義分析 の本質的内容 は再生産表式 によって導 かれ るべ きであ り、
農業 が その枠外 にあったために、
「 ケネー経済表」でつなぎ合 わせ たのである。別 の言 い方 をすれ ば、資本主義
の全一 的支配 が貫徹 して いれば、 この ような手法 は本質的な意味 を持 たな い ことになる。 むろんその ような資
本主義国家 は恐 ら く地球上 に存在 して い な いであろうが (ア メ リカの資本家的農業経営 を別 とすれ ば)。
65大 石嘉一郎「序章 課題 と方法」大石嘉一郎編『 日本帝国主義史』 I、 東京大学 出版会、 1987年 、大石嘉一
郎
「 日本資本主義 と戦後改革」『戦後改革』第 1巻 、東京大学出版会、 1976年 (大 石嘉 一郎『 日本資本主義 の構造
と展開』東京大学 出版会、1998年 )。 しか し大石 の こうした議論で は、結局 の ところ野 呂 と猪俣 の二 つ の論理 を
結合 すれ ばよい とい う主張 に行 き着 くのであ り、
「折衷主義」のそ しりは免れ まい。 もっ と言 えば講座派 と労農
派 の折衷 とい う ことで あって、講座派 が展開 しようとした構造把握 へ の関心 の在処 の意味 をあい まい にす る結
果 となる。 これ までの本論 で も記述 して きた ように、筆者 は経済学的な論理 では労農派 の議論 に相 当の正 当性
のある主 張 が見 られた ことは大 い に強調 されて もよい と考 える。また大石 の主 張す る段階論的方法 と構造論的
方法 との統 一 は言葉 としては、誰 しも否 定 し得 な い もっ ともな ことであるように見 える。だが、他面 で、 で は
その「 統 一 」を どの ように具体的 に展開す るか と言 えば、 それは分析者 の「心構 え」を期待す るほかなか ろう。
問題 は、
本文 で も述 べ た ように、ダイナ ミズム を織 り込 み得 る方法 論 を開発 す る ことで あるはずだ。しか し当時
の論争 の 中核 は、実 は当該期 日本帝国主義 の国家変革 の課題 を究明す る ところにあったので あ り、その観点 に
立 てば、経済学 の枠組 のみで は処理 不能 の、政治経済学的認識 が求 め られ て い たのであって、 この点 で争点 を
定 めるな らば、労農派的な経済学原理 の抽象度 の高 いカ テ ゴ リー等 のみに依拠す る手法 で は、資本主義 一般 の
法則性 の 日本 とい う具体的場 を通 じての再認 識 に終 わ るほかなか らたのである。講座派 の精神 はその点 で はあ
くまで歴史具体的 に 日本資本主義 を分析 しつつ、そ こに貫徹 す る一般 性 を見定 めつつ、国家変革 の方向付 けを
与 えようとした ところにある。 この点 で、向坂逸郎 の 山田盛太郎 へ の次 の指摘 は一般 的 に正 しい態度 であ る と
言 うべ きで はな いか。いわ く「特殊性 を論 じることは、一 般論 を否定 す ることで はない。一 般的法則 が 、いか に
『特殊』として実現 す るか を見 る ことで ある」(向 坂「『 日本資本主義分析』にお ける方法論 」『改造』1935年 10月
号、前掲向坂 『 日本資本主義 の諸問題』至誠堂、 1958年 所収、25頁 )。 もっ ともこの正 しい指摘 が、向坂 の 日
本資本主義論 に どの ように反 映 したかが、問題 であ り、端的 に指摘 すれ ば、残 念 なが らかれの場合、 ここか ら
日本資本主義 の構造的特質 の検 出 に向 かわ ず、また興味 を持たなか った ことはすで に指摘 した とお りで ある。
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問題 の大 きさか ら見 るな らば、恐 ら く、筆者 の研 究過程 の あ る特定 の一 段 階 の 中間報 告 で しか な

いで あろう。
さて以 下、今後 の検討 のために、 い くつか の論点 を整理 してお こう。すで に見 てきた とお り、
戦前 の論争 の基本 は国家変革 の課題 を真正面 か ら受 け止 めて社 会科学 としての解決 を図 る ことに
あった。社 会科学 が社会 の諸矛盾 を解明 して、 その解決方向 を提示す る とい う本来 の任務 を持 つ
ことを鮮明 に した点 で は、講座派、労農派 ともに、真 っ当 な努力 を払 つた とい つてよい。 い ま、
それ 自体研究 の発展 の不可避 の過 程 で ある ことを容認 しつつ も、個別 細分化 した研究 を続 けて
い る私 た ちは この ような真 っ当 な意識 で どの程度 の取 り組 みがで きて い るか とい う観点 での 自
己研究史 の絶 えざる整理 と総括 が求 め られて い る ことに思 い を馳 せ るべ きであろ う。 か つ て 内
田義彦 が、大局 を忘 却 した個別細分化 が、新 た なパ ラダイムの構築 に成功す る こ とは不可能 で
ある との意味 の発 言 を行 って いた こ と*66を あ らた めて思 い返 さざ るを得 な い ので はなか ろ う
か。
今 日世界史的過渡段階 とも見 なす べ き現象 が奔出 してい る状況 を考 えるな らば、当時 の世界大
恐慌 とい う構造転換期 へ の直面 の中での研究活動 の役割 に学 ぶべ きところが依然 として大 きい と
考 えられ る。 とい うのは周知 の事柄 に属 す るであろうけれ ども、恐 らく今 日の世界 と日本 の資本
主義の病 巣 は深 く、 か つ深刻 な一見解決不能 の危局 に陥 ってい る と思われ、他面 でヽ そのような
危局 であるか ら こそ、 そ して一 定 の枠組 みで しか通用 しな い論理 を振 りか ざすだ けで は成 り立
たない そ うした危 機 の段 階 であるか ら こそ、新 た なパ ラダイ ムの構築 が、求 め られ、 また可能
であるか もしれな い、 その ような段 階 に私 た ちは生 きて い る と考 え られ よう。 や は り周知 の事
柄 に属す るけれ ども、世界史的 な危機、 な い し過 渡期 の諸矛盾 の累積 との格闘 を通 じて、新 た
な社会 科学的認識 が育 つて来 た とい う事実 は、古 くはペ テ ィ『政治算術論』、 ス ミス『諸国民 の
富』、 マル ク ス『資本 論』、 そ して レー ニ ン『帝 国 主義論』、 ケイ ンズ『一 般理論』 を上 げ る こ
とも、 そ して 日本 に即 して言 えば、 まさに筆者 が ここで検討 して い る世界大恐慌期 の講座派、
労農派 による資本 主義論争 の 中か ら輩 出 した多数 の社会科学者 とその業績 の 中 に も認 め られ よ
う。
例 えば、今 や マル クスの想定 した資本 主義批判 か ら社会 主義 へ の論理 が、大局的見通 しと現実
的解決 との大 きなズ ン と、矛盾 を抱 えた、その一個 の現象 こそが、かの 1989年 の一連 の東欧諸国
の劇的変動 か ら 91年 の ソビエ トの崩壊 である こ とを印象 づ けてい る (筆 者 はロ シア革命 に始 まり
東欧社会主義 の解体 に終局 した一 時代状況 を暫定的 に20世 紀型社会主義 シス テ ム と呼 んでお こ
■
66内 田義彦

「社 会科学 の分化 と総合」 (初 出 は 1968年 )『 学問 へ の散策』岩波書店、 1974年 な ど。
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ぅ)■ 67。 私 たちは真摯 にこの問題 に応答すべ きで あろう。す なわち これ ら一連 の 旧社会主義諸 国
家 の政治権力 が マル クス主義 の精神 か ら逸脱 した と政治的 に断罪す る ことは容易である。 問題 は
その「逸脱」 と見 える現象の深 い奥底 にひそむ客観的経済論 的 な、 また経済史学的な総括 の中か
ら、新 たな変革 の論理 を再構 築す る こ とで あろう。

他方、また筆者の拙い努力の中から得てきた問題 として、ケインズ主義の限界への挑戦も不可
欠の課題である。筆者の理解によれば、ケインズ主義は世界大恐慌に直面しての資本主義の取り
うる一 つの矛盾解決の形態であった ことは多 くの人々が認 めてきたように事実であろう。 しかも
それはたしかに資本主義 の根本矛盾の解決を目指すソビエ ト社会主義当時の重化学工業化路線へ
の対抗論理であったの も事実であろう。すなわち大量失業への克服策がそれであ り、有効需要創
造・ 確保 の論理 としての管理通貨 システムの導入論であったのである。 しかし筆者の見解 によれ
ば、それはいわば帝国「城内平和」の論理 としての意味を持っていたと言 うべ きであろう。何故
ならば、有効需要創造政策 はあ くまで一国主義的解決であ り、かつ帝国 に従属 させ られている原
料及 び市場提供者 としての植民地・従属国の帝国への「反乱」
、つ まり経済的 にペ イする価格での
原材料引 き取 りを要求する自律性を欠如 したこれら従属諸国の反乱 を前提 とはしていなかった と
いう意味での城内平和論に止 まっていたのである。むろん第二次世界大戦後に本格化 した国際的
管理通貨 システムに関 しても次のように考察 されるべ きであろう*68。
これまた少な くとも、資本主義世界がその従属諸地域 の反乱をやはりほとんど考慮す る必要な
き段階を前提 として、資本主義世界「城内平和」の論理 とい う点では、 ケイ ンズ主義国際版 とし
てもよいであろう。その矛盾を露呈 した第一階梯 こそが 1973年 の第一次石油危機 と翌年の国連資
源特別総会での資源恒久主権 をめぐる宣言であったろう。その直前、1971、 72年 前後 に国際的イ
ロシア革命 を前提 とした 20世 紀 の変革 の主要テーマ は民族 自立 と主権回復、そして民主主義的諸権利の実
現
とい うことであったろう。しかしすでに述べたように、 この民主主義的諸権利 の実現 とい う課題 は、制度化 さ
れた とい う点で前進 した ものの (戦 後 日本 が典型)、 まだ実体化 されるべ き課題 は多 い し、 しか も資本 の専制力
によって絶えず解体、衰弱 の危機 に陥 るとい うことも歴史的現実であろう。 ロシア革命 を前駆 とした東 ヨー
驚
〔ぼ:=[冒え黒
設
、
婁‰ 襄
髪
言i螺
鵞
罫
楊
冤
驚
邸
諏 3族 的課題が大 きな比重 を占めてきたのである。20世 紀
の変革 とは、それ を社会主義の理念の下 に展開 した ところに特徴 が ある。しかし筆者の見解 によれば(21世 紀
には、地球環境 問題 を始 め、本来社会主義理念にも含 まれるであろうエスニ シティやジェンダーの問題 をも含
む社会変革の諸課題が先進諸国を覆 う形で展開するべ きもの と認識 される。ケインズ的改革が先進諸国で展開
したの もじつは こうした社会主義理念の促迫があってのことだったのである。
筆者 が特 に「城内平和」的 にケイ ンズ主義 を考 えるのは、『貨幣改革論』 (1923年 )を 契機 としている (前 掲『戦
間期 日本資本主義 と経済政策』の特 に第 10、 11章 を参照されたい)。 その点 では、筆者 自身の研究 の 1960年 代
末 の端緒以来の認識であ り、次 いで、国際的通貨 フロー ト制 の導入、第一次石油危機 とその突破の手法等 を見
るにつ けていよい よそのような認識 を深 くした。そ して今 日、先進諸国は何れ もケイ ンズ流の有効需要創造政
策 として大量の公共事 業施策 の展開だけでは、その景気低迷を脱却 し得 ない段階 に追 い込 まれている。むろん
技術上のブレークスルーにあたるべ き新技術の開発がなお不透明であるとの認識 もあるが、次にも述べ るよう
に、
「城内平和」
主義的発想での、かつ国際的な大規模な金融活動 の展開の下でのケインズ主義的経済政策 の有
効性が問われているとい うのが実態 であろ う。

‑28‑

日本資本主義論争に関する若干の覚書
ンフレーシ ョンの激化 の中でケイ ンズ主義 の危機 が叫 ばれて いた
の体制化 した変動為替相場制

(フ

*69こ

とは記憶 に新 しい。その後

ロー ト制 )の 過程 を貫 いて世界資本 主義 は、 カジノ化の度合 い

を強めつつ も、技術革新 に,定 の経済的成果 を収め、 そして旧社会主義陣営 との闘争 に勝利 を実
現 した。 と同時 に一層の歯止めなきカジノ化 とバ ブル現象 を奔出 させ、 そして今 日、資本主義世
そして資本主義はその論理によって生み出し

*70。

界 は病 んでい ることが誰 の 目にも露わ となった

た国際的な金融取引の膨大 な展開 とそれをよくコン トロール し得 ない混沌の淵 に陥 ってい る。 そ
の病巣 は深 く、人々の経済的諸関係 はもとより、精神面、教育文化面の全般にわたる危機 を迎え

ぃま私たちは21世 紀を目の前にして資本主義世界それ自体の変革の論理を必要 としてい
てぃる。
るのである。
「労農」両派 のとった認識方法で一致 していた一
ここでかの論争 に立ち戻 ろう。 さて「講座」、
つのテーマは、経済過程 と政治過程 の一体的認識 であり、 より厳密 に言 えば、経済過程 にこそ多
大の比重を与 えて現実解明 に向かった ことであろう。 しかし今 日、われわれは こうした固定的判
いか。 あ
断では政治 と経済 の弁証法的関連 を正 しく理解 した ことにはならない とい うことではな
る意味で、マル クス主義認識 =解 釈 の一種 の囚われた手法で はなかったか。政治 と経済 にはそれ
*71。

ぞれの固有 の論理 とそれを結び合わせる方法が意識 されるべ きであつたのである

とし
両派が重視 した二つ目の課題 は民主主義論であったろう。 しかしより重視 して解明 しよう
たのは言 うまでもな く講座派であつた。それ は労農派では基本的 に市民革命 の課題が維新変革 に
よって達成 されてい るとい う前提が あつたか らである。重要な ことは、 その後 の歴史が提起 して
いるように、社会 の民主変革の困難性 とその永続性 であろう。 ブルジョア民主主義の諸課題はな
一
るほど西欧市民革命 によって提起 されはしたけれ ども、むしろそ こから抽象 された民主主義 般
ジョーン・ ロビンソン「経済学第二 の危機」が もっとも著名 な言説 として記憶 されるべ きであろう。
『
と
筆者 はアクテイブな研究 として、今宮謙二 の諸著作 を上げたいと思 う。一例 として 変動相場制 国際通貨』

ドイツで影響力のあったマルクス主義 に対 して、批判的

たのであつた。しかしかれ自身が宗教社会学の津成 をE

:iむ
豊

してはあまりにも歪みを持つ結果 となっているのでは
とい
ように、逆にこれを全 く分離 して過度の経済論否定に陥るならば、それ自体 は宗教思想が社会 を領導する
￨

う誤謬 に も陥 るので ある。
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は、当の西欧諸国 にあってさえ、達成 が困難 で あ り、 まして後発国家 として登場 し続 けてきた
非
西欧世界 において、急速 な近代工 業化 の課題 によって、社会の民主変革 の課題 が消極的ない し抑
圧的 にさえ抑制 されてきてい るのが現実 で ある。
政治学 の世界 で提起 された権威的秩序論 、 ない しは開発独裁論、軍事的専制の下での資本主義
蓄積 の強行的実現 とい う現実 は、民主主義論 の問題 としては看過 で きないで あろう*72。 私 たちは
この文脈か らすれば、旧 ソビエ トのス ター リン治下 の重工業化強行 の政策展開 の *73に
も、 また
中
労働者、市民の諸権利 の大幅 な制約 を前提 とす る今 日の中国 の改革開放路線 の展開の中 に も、 や
や以前 の韓国、台湾 、そ して今 日に も至 るイ ン ドネシア、チ リの軍事主義的独裁政権 の中 に も、
この論理が客観的 には脈打 って い る もの と考 えることがで きはしないか。資本主義論 の
争 時代 の
論点 はそこまでの射程 が及 ばなかったのは当然 で あろう。 しか し当該論争の中か ら、今後 に活 か
すべ き論点、視角 を上 げ る とすれ ば、講座派が事実上認識 していた民主主義変革論の今 日的発展
を図 る こ とは緊急の課題 で あろう。依然 として経済発展 と民主主義の相互関係 は*74、 深刻な人
類
史的課題 で あ り続 けてい る。
地主制 の本質 をめ ぐる論 争 では、講座派 的認識 に経済学的 に も大 きな限界 が あった と見 るべ き
ではなか ろ うか。 しか し経済学的限界 とは相対的 に別個 に、講座派が意識 した
、現実の地主

制に

よる小作 農民 に対 す る抑圧 の構造 を解明す ることは、依然 として重要な論点であ
り、 これ をもっ
ぱ ら流通主義的 に、評価 してきた労農派的認識 にも、生産関係論 的 な視野 の さを
狭
指摘 せ ざるを
得 ない。必要な こ とは、地主制 の経済的本質 を解明す ることと、現実の政治関係 ともすべ き地主
と小作農民 との支配 関係 の解明 とを機械的 に一体的 に認識 してはな らない こ とで
ある。
また資本主義論争 にお ける諸論点 は何 れ も今 日的意義 をなお も止 めてい るものが な
少 くない。
例 えば、第 7節 に提起 した構造分析 と段階論 の関連 は、常 に心すべ き課題 で あるし、そ うした
認
識 を前提 にして こそ、貨幣・ 信用論的ア プ ローチヘ の手 がか りが登場す るので あ り、 これが
視野
に入れ ば、一 国資本主義 の国際的連 関へ の分析 をすすめさせ ることに もなろ
う。この視角 は、1980
バ
年代後半の ブル化経済 とそれによる日本資本主義の対外膨脹 、軋礫 な どの問題 を探 る上で も重
要な視点 を提供す るもの と考 える。
講座派の論理 に限界 が あった こ とは当然であろうが、 しか し依然 として、全構造的 に
資本主義
を把握 した い とい う立場 か らす る再生産論 的分析 に も現実過程 の分析の一 の がか
個 手
りとしての

憂眠夢孵彎繁
批判 として
『

J版 会、 1996年 。 なお念 のため、 ス ター リン治下 の現状分析的視座 か らの
、清沢冽 ソヴェ トの現状 とそあ批判』東洋経済 新報社〔1937年 を上 げて讐て笞 ごぜ
讐蹴
本書 の 内容 と意義 に関 しては前掲拙著『清沢冽の政治経済思想 』御茶 の水書房 1996年
、
を参照 されたい。
中村政則『経済発展 と民主主義 』岩波書店 、1992年 。イ ン ドネ シアは1998年 5月 21日 にスハ ル
ト政権 が 崩壊 した。
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有効性 を私たちは承認 しつつ、 その経済論 としての足 らざる部分 の一層の補強 を、本稿 でやや展
開 したように、方法論的 にも詰 めて見 ることは必要であろう。他方、講座派の全構造的IE握 の意
図に発 した政治過程、文化論、社会関係論 といつた多岐 にわたる分野への関心 を払 つた学的蓄積
はそれ自体、今日もそこか らくみ取 るべ き多 くの成果 と教訓 を残 してきた といつてよかろう

*75。

ことわ り〕本稿 は、石井寛治・ 原朗・ 武田晴人編 『日本経済史』全 6巻 に収録予定の原稿作
〔
成 を準備する文書 として草 した。ただし完成原稿 は本稿 よりも一層少 ない枚数で展開す る予定に
なってい る。 ここではそのために構想 の段階 を開示 して大方の検討 に供す ることにした。なお本
稿 を草するに当た り、1997年 3月 、10月 の共同執筆者 の会議 における編者 を始め諸氏 の論評 は大
変有益であった。特 に執筆内容 に関 して、一定 のためらいを抱いていた論点、すなわち この論争

から今日の資本主義研究に学ぶべき教訓をいかに引き出すかということに関わって、とりゎけ変
革 の論理 を再検討すべ きか どうか と言 う点 に関 しては、執筆 者会議後 の村上勝彦、荻野喜弘両氏
との談話 の中で得 た ことを、検討内容 の構成 に加 える半J断 とさせていただ いた。 ここにお礼 を申
(1998.2.20)

し添 える。

そえがき〕本文中にも記載 したように、脱稿後、山崎隆三教授 のご教示 を得た ことは、教授
〔
が病 いを押 して ご高齢 にも拘わ らず、なお研究を続 けておられ、新たな地平を絶えず開拓 されて
いることに深 く敬意 を表 している。 またやはり脱稿後 の近代 日本法制史家橋本誠一助教授 との 3
月の入試 の合間の語 らいで、筆者の見解 を補強する貴重 な示唆を頂けた ことにも、特 に謝意 を表
しておきたい。なによりもまた もや拙 いこのような一文 を発表する勇気 を与 えていただけたのに
は、感謝 したい。
なお注 *49に 関 って、以下の点 を追補 してお く。筆者が学生時代 (1966年 )に 大 いに刺激 を受
けた今一つの著作 として「・
ДttFAЙ,θら
リク κ″

晦 釧

″

"″ の

κttrヽヽ 、МocKBa,

1960を あげさせていただ く。本書 は、19世 紀の朝鮮、朝鮮 の半植民地化、帝国主義時代 の朝鮮 の

3部 構成からなる、問題意識 の明確 な作品であつた。資料的裏付 けも当時 としては豊富であった
(1998.5。 21)

ろ う。

講座派 にとつての比較的弱点 となってい る
のではな
べ
貨幣論的、信用論的 な分野での業績、そして財閥分析 などの挑戦等学 ばれる き達成 を、否定するも
い。本稿 で もい くたびか論 じたように、労農派的研究 の活 かされねばならない多 くの分野 を考慮 して も、方法
され るべ きで
に
論的 には講座派 が意図 して いた全 構造論的把握 の社会科学 としての一 般的有効性 は、過小 評価
が講座 派 に
一
な問題提起
重要
らば、
るな
層
を考慮
す
の研
究手法
した個別分野
はな い し、 まして今 日の細 密化
あった とい う事実 を強調 してお きた い のである。
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