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新刊紹介
河 田 嗣 郎 博 士 著 ﹁ 社 會 政 策
原 論 ﹂ ︑ 林 癸 未 夫 教 授 著 ﹁ 社
會 政 策 概 論 ﹂

河 野 吉 男
唱和九年度に於ては班曾政策に関する二つの著書が

を意味するものゝ桂である︒故にこの原論は博士の跡

先の一應の総括的な取極めのために提出されたものと
見ても差支へないものであらう︒その内容を摘記すれ

址合政策の意義

ば大腰叫の様である︒
第一章

第二章 赦合政策の立場と表現
第三章 社食政策と倫理観

第四事 社食政策と正義の観念
第五章 社食政策と人間経臍観
第六串 社曾政策と公経臍観
第七事 故合政策と経済政策

第十二単 社食政策の芋膿と苦行者の機関

第八章 祉合政策と生産力問題
第九事 故合政策と分配問題
弟十串 祉合分配の相互関係と融合政策の限度

第十二草 社食政廉の客濃

巷行された︒その一は河田嗣郎博士著﹁址合政策原論﹂
であムリ他は林契未夫氏の﹁祉合政策概論﹂である︒共に
最近の社食政策撃界に於ける力作と稲しても差支へな
い程の著密であるが︑それ丈その内容は猫特の酷系の

第十三尊 社食政策と階級観念
第十四章 マルキシズムと祉合政策
第十五章 ポルシェヴィズムと証倉政麗

もとに論述されてゐるのである︒

第十六串 統制経済と社食政策

まづ河田博士の﹁社食政策原論﹂であるがこの書物は
間置膿系の総論的なものとして編まれた鴇のであり︑

同博士の意固によると従爽刊行せられつゝあった社食
同博士の︑旭大なる社食問題研究鰹系への一の決算書

t

三二回

ならない﹂のである︒故に﹁祉曾政策は個人主義冶補正

商業と 経湾

第十七辛ファシズムと枇曾攻策

しながら而も純然たる国睦主義に陥ら中雨者の遁常な
L祉合生活を整

抹殺せ守してこれを残存補正しつ

L

他方図健主義的立

印有河田博士の立場は.一方個人主義の姿をも雫然

である︒﹂(同書一四頁)

へて行くと云ふ所にその立場もあり任務も存在するの

按排によって中腐を得たる遣を踏みつ

第十八辛ナチスと祉曾攻策
河田博士によれば祉合攻策とは﹁祉舎内部の調和を
に行はる﹄所の岡家的行震を云ふのであって その行

計り壮舎の全鰹としての困痛なる愛達に寄奥せんが震

h

震は勿論立国的に行はれ︑或は純範を定むる立法的な
行震として表はれ 或は叉その規範に従つてなさる

雨方の立場の加味一鐙となれるものが︑社命日攻策の内

場をも併廿‑考察せられんとしてゐるのであって.この

Lものである︒﹂卸ち博士によれ

貴地施設として表はる

その範園内に於て安蛍するものとして表現し乍らしか

社合攻策は︑枇合経済生活内の各部門々々に勤して︑

容をなすものとせられてゐるのである︒この見解は失

ば枇合攻策は一の図家的行鴛であり.その日的は祉曾

して去はれてくるものを指すのである

もその立場とする所は枇合全一的な閤健主義の見地で

内部の調和を計り枇舎の全鰹としての園漏なる設建に

の立場は如何に解されてゐるであらうか︒博士によれ

あり::::・一面には社合全陸の存在京義を完成せんと

の言葉に於てより一居鮮明に示されてゐる︒﹁要するに

ば﹁枇合攻策の立場は︑個人主義の見地に封して枇合

寄奥せんとするにありぺこれが立法或は賓践的施設と

本位的な閤健主義を加味して折衷的な態度を持するこ

めんとするものである︒﹂(同書二二頁 l 二三頁)

すると共じ.他国には各個人の存在債値をも充質せし

J
では枇合攻策

とに存する︒﹂印ちご方に各個人の濁立存在の意義と

こと

はこの著書の至る所に散布せられてゐる所の次の言葉

h

山ぜ見てもはっ営︒ーとすものである ι加へば﹁枇合冶樫

而して同博士の国鰹主義的見地を主張せらる

健値とを認めその人絡を傘重し各人の最高完成を得せ
は十
λ 一躍的に一個憶としての調和巻保ち闘満なる後建冶

しむるべきゃう枇舎の欣態争整へ乍ら.而も同家壮舎
溶けるやうに攻策は時勢か導き貰肢を整へて行かねば

す言葉として表現されてゐるのである︒一方枇合攻策

等々の加くであるが﹃)れらは同博士の図般的観怠金一示

脚するし(二O頁)﹁一枇合全一的な同家思想﹂(一七七頁

見地から判断する﹂(一九頁)﹁枇合一般的な見地に立

的な見地から完備せる一踏として﹂(一七頁)﹁枇合同

き手段方法を講中る︑)とを以て任務とすべきである︒﹂

迄之に到達することが出来るかを考へ︑之に到達すべ

標となるものに封じて︑如何にすれば如何なら程度に

べきである︒(二四頁)郎ち枇合政策は﹁枇合政策の目

純理科事ではなくて.それはあく迄も寅践科践でと解す

ω至設に関する.位値判断印ち人

じ.しかもその判断は一位官が各個人を要素として成立

A 回生活の本義に関する終局的な債値判断より主
は︑枇 何

現的希求がその指導日限をなすのであるが.その希求

の関係を表現せられてゐる︒﹁枇合政策そのものには倫

に者服せられ次の如︑雪一一一口来を以て枇合攻策と人生観と

含するに至るのである︒故に河田博士もこの事には既

のであるから︑勢ひ枇合政策は個人主義的立揚やも包

︑沢が元来倫理観は各個人個人の人生蹴より出設するも

枇合政策解料め重要要素として見逃してはならない所

ことも同博士の

ては経清一般が考へられる﹂のであるが故に︑以上を一

舎を得せしめんとする銭に行はれその針策の針象とし

を除去し 人々をして経済生活上に於ける均等なる機

は︑﹁経済生活上に於ける人々の部類間に存する不衡卒

せられてゐるのである︒それと同時に社合政策の封象

政策は寅践科墜にる故にイズムを持ちえないものと解

つにのである︒﹂(一七頁)郎もこれを換言すれば枇合

して溺立な一つのイズム吾作るには偽りに宜践的であ

る誇ではない﹂﹁枇合攻策は一の回有な世界観に立脚

策に固有な一のイズムがあって特殊な世界観が存在す

によって導かれるものではあるが︑きればとて祉合政

(二五頁)印ち博士によれば枇合政策は三定の倫理観

言にして議せば宅常に倫理的観怠を指導概念としつ﹄

λ

してゐるからには人生

は一定の倫理観を有すべしとせらる

史観と結びつかざるそえないのである︒この意味に於
て枇合攻策は人生蹴より出愛し人生観に蹄若するもの

iH
I
‑
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介

吉一二五

と云ってよいであらうつかくして博士は︑赴合政策は︑

経波紋抱山岳整へることが︑博士による枇合政策の理解

f
U

上誌の如き立場をもつに枇合政策は博士によれば.

といふ﹃)とが出来る︒﹂

新

商業主経︑持

一
一
一
六

は終局的に社合経演に封する負捻であってはならない

ないものであって.押詰めて之を謂ふならば祉曾攻策

のである︒﹂(七六頁)故に枇合攻策が経演を傷くるも

社合正義の観念に立脚してこれを行ふべきこと(第四
べきこと(第五辛祉合攻策と人間経潰観)更に抗告日攻

せらる﹄のである︒﹁之争社舎の経済といふ全館の立場

のとなす一般の解稗に封して博士は弐の如くにも主張

辛社合政策と正義の観念)人絡債値をあく迄も傘重す

会経波観)等々について論究せられてゐる︒これらは

から見れば︑枇命日攻・策は決して生産攻策b矛盾するも

策に於ける会経燐的観察の重要性(第六辛枇合攻策と
凡て︑社人目攻策が一定の倫理観によって導かるべきも

本義は成立ちえないわけである︒﹂(七七頁)﹁人動もす

のではなく.叉これと矛盾するやうでは.枇合攻策の

0

のとせられる博士の前提からの蛍然の論及と見てよい
であら︑フ

ωなるに反

して.枇合政策は経済の負融制となるものであると云ふ

れば経済攻策は経済を計主的に促進するも

合政策と生産.消費等との問題を捉へてその関係を明

風に解せんとするつ惟ふに斯様な考へ方の出てくるの

・次に河田博士は祉合攻来と経済攻策との関聯及び社
かにせられてゐる︒

からに外ならない︒全一枇 冊目的な見地からすれば決して

は在来の個人主義的見地が依然としてカを保ってゐる

り或は経済政策を枇合政策の一部とも仰併しえないので

と同時に︑経前政策の各部門には.一枇合政策上の見地

攻策上に於ても経済政策上の考慮がなされねばならぬ

の問題等凡て上述の見地からの理解が行はれ︑﹁枇合

ては枇合攻策と生産力との問題或は枇合攻策と分配と

. (八三頁)博士にとっ
斯様な︑)とは一万へないのである 0﹂

λ

従来枇合政策と経済攻策との関係は種々に解殺せら

h

れて来たのであったが博士の見解によれば︑両者は各
々判然とした領域をもつものとして一賂恒別せらる

ある︒然し︑雨払刊の依然と一院別せらるべきことは︑決し

や要求が織︒込まれねばならぬ︒﹂といふ前提ω下にこ

のが本蛍であり.祉命日攻策守経燐攻策の一部と解した

って相提携することも意味してゐることを者過しては

れらの諸問題が採り上けられてゐる︒故に分配政策.

て雨者が封立することを意味するのではなくしてかへ
ならない︒印ち﹁一枇合攻策は経情とは背離してはなら

繋がれたる環の如くその一方のみを手繰りえない﹂も

り.枇合政策にとっては﹁分配政策と生産攻策とは︑

雨者とも密接不可分の関係に於て枇合政策の封象とな

生産政策等との関係に於ても.要するに分配.生産の

による客践は政て階級のみに限局せらる

の客憶と見倣してよいのである︒(一五七頁)故に博士

その客躍となし﹂階級ならざゐ枇曾的部局も祉曾攻策

はてその客位となすことなく.常心一枇命一目的部局を以て

では社合攻策の客位は何であらうか︒﹁そは各個人を

h

ものではな

一時的な経崎山川態を全般的に整頓し.且叉経湾生活と

のとなってゐるのである︒これ一に︑﹁枇合政策が枇合

い︑或は都市住民と回合同民とによる都部封立を始め
婦人問題 人種問題等凡てその封照となりもヲるのであ

枇合生︑活との全一的な階調を官現せんことを期してゐ

階級翻念も全く否定的であって.マルクス主義的な階

って.その成汎なる貼に注意すべきである︒倫博士の

・次に博士の論ぜらる込問題は枇合政策の主位︑容刷版

るし(一三七頁)からに他ならない︒

命日的融合政策︑等々の論述は凡てこれ.博士の図家全

も図家主義的見地に立つもの︑階級意識の打破.全枇

級観念の止揚.倫哩観の確立︑思想運動の必要l それ

博士によれば枇合攻策の主憶はあく迄も閥家であっ

一観的立場 枇合全能的立場の裏付けでないものは存

或は枇合攻策と階級概念等の問題である︒
て︑地方公共悶臆等のそれ以外のものは凡てその智行

在しないのである︒命第十四字以下に於ては︑最近の

でヒズム︑ナチスの図家枇舎主義.或は統制経潜思想

枇合思潮としてのマルクシズム.ファシズム.ボルシ

いてはその主慨にるものと.その・百行者たるものと
その賀行に要する機関と三者並び存し三者は明かに

者と見倣す在至岱とされてゐる.印ち﹁枇合政策に就

区別して︑之を考へなければならない﹂(一五一頁)故
る見地に立てばかのマルクスの階級闘争的の立

等々と枇合政策との関聯が詳述されてゐる︒これらの

h

同博士の賂来の研究に待になければならないものが多

論惑に於ては倫断定的にす一日かれてゐない貼も多く.命

にか

しえないでそはあく迄も図家全一一闘に於てのみ成・立つ

紹

介

二三七

々ある様に感ぜられるが しかし.最近の祉曾思潮と

場や︑個人主義的基調に立つ玖銭的議合主義とも雨立

事j

ものとなってくるのである︒(一五三頁 1 一五四頁)

新

三二入

比する時.その枇舎攻策珂解への態度は全く正反批判の

商業と経持

社合攻策との関係についての説明は他の論者によって

ものと云へるのである︒

る階級的立場.個人主義的立場を排する鮎に於ては河

相背離せるを見るコ元より林教授もマルクス主義によ

徹せんとしてゐる貼に於て.河田博士の主張と 全く

まづ第一に枇合攻策を国家主義なるイズムを以て貫

之迄偽り試みられなかった所でありそれ丈興味多い記
事を以て充されてゐると云ってもよいであらう︒
以上﹃﹄れそ要するに河田博士の原論の特色は次の数
一︑博士の枇命日攻策概念及び立場は極めて皮汎であ

貼に蚕くるものと云へやう︒

h

ものでは

田博士と共通であるが︑しかし︑河田博士は必し点図

J

にいれて溶解整理せられんとする態度とは多大の相違

ない︒この勤林教授があらゆるものを岡家主義の坊摘

家主義を先頭に物々しく振かざして居らる

ってその封象も.必しも資本主義時代にのみ後生
する問題に限局されざること

二︑一枇合政策は必しもイズムを有せ宇叉有するん山要
なし︒

更に林教授の枇合政策は階級に関聯して生じた所の

あるを見出すのである︒

社合問題のみを針象としてゐる︒故に例ひ資本主義組

義的立場をも包含し一方倫理的指導概念によって

三.枇合政策の立場は個人主義的す場は勿論開館主

方をも包容すること︒

導かれつ﹄他方枇合的全賎観或は図家全一説の見

J

か﹄る解特は川町田然祉合政策なるも

題は凡て資本主義制度に於てのみ後生しうるのである

しめる.なぜなら荷も階級に関聯して生宇る祉合問

の申ぜ資本主義時代に於てのみ存在しうる所の科早大ら

しえないのである

の関聯在有せざるものは.これか}枇合政策の封象とな

織の内に於て生中る問題にせよ.有も階級問題と何等

四.枇合政策は経済攻策とは別の領域を有しつ=し
かも︑之と相提携調和して行ひうるものなること︒
等々である︒
る見解に封し.最も針駆的な見解を

から︒故に河田博士の如く枇合攻策はその内容は時代

λ

一不すものは︑同年末に出版せられた所の林炎未夫教授

しかるにか

﹁赴合攻策概論﹂である︒この世一日を河田博士のそれに封

見解は 林教授に於ては蛍然担否せらるべきものとな

によりて竣溶あるもその存続は永続的のものとされる

る特定の問題を解決することな目的とする玖策身枇合

る問題にけを指すのである︒か﹄る特定の枇舎に於け

特定問題のみを針象とする同教授の解緯が︑一定枇舎

政策と呼ぶのである︒(同事一一回一九頁)か﹄る特定枇舎の

克に河田博士に於てはその枇合全一鋭︑或は同家全

の一般問題を封象とせんとする河田博士のそれに比し

ってくるのであるコ
際問が主張せられてゐたとは云へ 向個人主義的立場

加何に特異のものであるかを見よ

かるに林教授に於ては︑その図家主義の主張に於ては

一枇舎に於ける問題に於ても.これが荷も有産 無産雨

林教授のか﹄る解明特に於ては︑それ故に︑資本主義

J

或は人格的立場も一応考察の封照とせられてゐに︒し
個人主義的要素は.如何なるものにせよ.その立場は

﹁いかなる問題が資本主義枇舎に存在しゃうともそ

階級の封立による社命日問題でない以上は︑枇曾攻策の

れが階級の封立によって生宇るものでない限り 祉合

封象たりえざるものとなってくる︒

ゐるものと解してよいであらう︒その他種々なる鈷に

問題とは云へない︒宗教︑道徳︑経済 戦争︑疾病︑務

些少も許容せられてゐない︒この貼に於て河田博士の

於て両氏の解線の興味ある針立在指・加しうるのである

二一冗的立場に均し 林氏は一一一ん的立場を貰倣せられて

が︑以下林炎未夫教授によって塑解された枇合攻策概

ても存在してゐる︑交がそれが直ちに枇合問題とされ

のあらゆる枇舎に於けると同様に︑資本主義枇舎に於

るのではない︒これらの問題が階級の封立を前提傑件

愛︑結婚等に関聯して裳史する種々なる問題は︑過去

先づ同教授による枇合攻策概念を窺はう︒同教授に

として後坐する場合に限り枇合問題とされるのであ

念を紹介して行く際にこれらの貼に一件びふれて行くこ

よれば﹁枇合政策は此合問題の解決を日的とする攻策

と hしゃう︒(以下頁数は凡て概論)

である︒部ふ所の一枇命日問題とは あらゆる枇舎に於け

る︒﹂(二九頁)故に枇合攻策の封象も自ら特定の問題の
みをその針象とせざるをえなくなってくるのである o

三九

る.あらゆる問題ケ指すのではなくして.資本主義的

刊リ

ザ
す

来
日

介

批九百に於ける有産 無産財階級の針立に原因して生宇

新
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三三O

とに及び︑第五辛と第六辛は.枇曾攻策の寅施論とし

て.その賢践的方面が.直接枇合攻策 間接枇合攻策

問題解決の方法として ペ枇合革命主義と枇曾改良主義

の項目の下に紹介詳述してあるが︑これは︑理論的方

更に林教授は理想を指示する祉舎折口阜︑方法在附興
A離の関係を有するものなることを
者は相互間にお.接 .

する祉命日科路一舎と枇合攻策との関係在考察し以上の三
力説せられてゐる︒印ち同教授の言葉によれば﹁枇合

先づ第一に林教持による図家の理解であるが 教授

面とはむしろ関係ない放に︑ニミにては凡て宵略する

は岡家立志の本質について労頭その解畑作を奥へられて

攻策は枇合折口墜によりて指導せられつ﹄枇合科墜によ
枇合攻策に判然たる目的意識を典へる︒行がこの目的

ことにした︒

を達成する震の方法は常に枇合科事によって規定され

って成立するので︑めるが.これは﹁個人怠士山から全然

ゐるコそれによれば.岡家怠志は同民の普遍志士山によ

って指示されなければならぬ︒一史に云へば一枇曾哲壊は

科墜によって規定さ

れない社合政策は屡々︑不可能或は無枚果に了る危険

幾百一向乃至幾千一向の個人意思の無限に交錯した加減乗

して醸成せられた所の普遍意志である︒印ち図民たる

続離した神秘的存十代ではなくして 個人志士山を原料と

AWH

J
一枇命日科墜によって規定されない枇合政策

がある︒社合攻策が同県に枇合問題解決の目的に忠質で

除の結果が閥家立志となる︒﹂(五六頁)而してか﹄る

は屡攻略に階一一する危険あり.一枇

ねばならぬ

あらうとするならば.軌範としての理想を迫求しつ﹄

全岡民の意志としての同家意志の存在に批判する認識は

五日々が全館主義的同家削慨を採る時に於てのみ可能なの

上が枇命日攻策閣一本質論としての第一市の結論である︒

であって︑個人主義的.或は階級主義的岡山朱闘を採る

法則としての現賓冶無枕してはならないよ(五四頁)以
第二辛に於ては枇合攻策と同家と題して岡家の本質.

場合には不可能であることを沌立せねばならぬ︒﹂(五

七頁)しかるに﹁私自身は徹底的に全健主義的同家論者

せられ︑第三辛は枇合問題として.資本主義の本質及
び凡て資本主義制度より後生しうべき各般の枇合問題

であり.従って本令官に於ける私の枇曾攻策論は全位主

図家の理想︑同家の目的ぞ同教投獄特の立場から論述

について究明がなされてゐるのである︒第四辛は社曾

の三つに分鋲し 先づ第一の個人主義的同家観は 個

人主義的のもの︑階級主義的のもの︑全館主義的のもの

なされてゐるのである︒教授は凶家に封する立場そ個

て以下個人主義的同家税︑階級主義的同家観の批判を

に相違するかを明白にする必要を感守るoh五七頁)と

して︑その一部分に過ぎない所の個人や階級の手段に

ない︒かく同家が民族の手段たりえないとすれば.ま

立味に於ても同家を手段として利用しうべきものでは

ものではなくして.それ自身なのであるからいかなる

﹁同家は民族にとっては自己以外の他の
書︑ぎしてゐる σ

る︒教授の突の言葉は︑か﹄る関係を極めて明快に裏

白樫が日的であって個人はその手段に過ぎないのであ

の薄いものとなってゐる︒これを別一一一一目すれば同家それ

人を第一とし岡家を第二とする貼に於て極めて功利主

りえないことも云ふ迄もない それは恰も吾々の全身

同家ありての個人であって︑その存在理由は極めて影

義的な岡家悶となり軽視して可なりのものとせられ.

が一細胞叉は一子一足のための手段たりえないと同様

義的問家初仕基従として構成されるものであるから私

階級主義的同家観は.所謂マルクシストの主張する立

はこの同家間が個人主義的及階級主義的図家観といか

場であるが.国家を一階級の他階級を一路制する機関と

五日々は査身の健康の匁に一部分を犠牲とする

ことはあり︑フろけれども一部分の健康の匁に全身を犠

である

J

の幸皮に基くことを忘却した所の大なる謬論と見倣す

見るは.図家が一民族全位の欲求に基き.一民族全胆胞

の機械的集合憾とは見ないで個人を超越したる不可分

つ同家観は如何︑﹁全位主義の立場からは 同家を個人

である︒'一(八二頁l 八二頁)而してこの理想に能ふ限

家自慌をして.最高完全なる文化や保有せしむること

では岡家の理想とは何であるか︑﹁図家の理想とは図

牲とすることはありえないよ(七八頁)

の有機的全一憶と見る︒﹂(七八頁)﹁一全鐙なるが故に

り急速力に前準する潟に必要な傑件は何であるか 教

べきを明かにせられてゐる︒では全館主義的立場に立

それを構成する各部分に於ける個人の数の多少は何等

J

a

‑

奉仕カとは図民が図家理想の逗

授によれば それは結局凶民の岡家に封する奉仕カ如

介

主要なるな味を持たない︒﹂(七八頁 i 七九頁)放に全

悲
日

何に係る問題である
f
J
l

位主義的国家制に於ては 凶家が第一であり.個人は

新

一
一

一
一

←

a

一

しうるのであるが︑然し理想守注する以前に岡家は先

ものが完全に護婦せられた時始めて同家の理想密資現

六頁)第三に全岡民の協働(八八頁)である︒これらの

力は何か.第一に道徳と理智︿八五頁)第二に経済(八

高い程.図家は.より︑迅速に.より順調にその明恕に
向って前進しうるのである︒然らばその主要なる原動

求に貢献しうべき能力であるが︑この能力が高ければ

産関係の矛盾︑経潜航態の縫革ではなくして︑吾人の理

が︑しかし その護展はマルクシズムの云ふ軍なる生

的脅展身肯定する引に於てはマルクス主義と一致する

は岡家枇合主義であるが これは﹁枇合制度の滞詮法

る︒以上三つの立場の内最後の結合的削詮法的祉合主義

ス主義的枇合主義.及び綜合的州詮法的枇命日主義とがあ

勿論これらのものには.却想主義的枇合主義とマルク

ド枇合主義等も亦これに局するのである︒(一八一一貝)

商業一正経一湾

づその一階段として︑祉合問題の解決をその主要目的

れば破邪顕正を意欲する五日人の観念と.その賢現を可

能ならしむる外界の物質的諸傑件とが共存し︑且契合

想及び目的意識が興って力あるものである︒云ひかへ

することによって︑資本主義は廃止され枇合主義が質

としなければならない︒なぜなら目的を到注しうるこ
では一枇合問題守解決する方法如何.同教授によれば

現されるものであって その何れか一方を快くならば

いふ信念に立つものであり﹂(一八O頁)﹁資本主義の

れる︑革命手段並にその賢現後に於ける個人的自由の

共に一枇合改良主義は︑﹁枇合主義賢現の知に必要とさ

到底それは賢現されないものである︒﹂(一八三頁)

これには祉合革命主義と社合改良主義とのこ種が存在
撤段以外にはありえないと

廃止並に階級封立の解消なくしては︑到底枇合問題を

抑陀と.それに某国する産業の交逗とを危慎するの依

L

し
教
解決しえないといふのが︑その理論的立場である ο

ふ限り有庭階級の横暴と搾取とを抑制し︑無産階級の

り︑社合革命主義に反封し︑資本主義の坪内に於て能

不利不幸治‑救済する以外に 枇合問題解決の方法はな

授によれば︑この一枇合革命主義は最成義に於ける枇合
家一枇合主義は勿論︑無政府主義︑サンジカリズム︑ギル

主義と同一物であらう︒一枇ん官民主主義 共産主義︑図

方法は資本主義そのもの

する︒﹁枇合革命主義は枇合問題解決の唯一の完全なる

7百現しうるからである︒
とによりて始めてその理知4

一
一
一
一
ー
一
ー
.

命主義が階級皮止を目的とするに反し これは階級協

﹂(一八四頁)故に改良主義は革
いと伝守るのである ο

有害だからといふのである

といふのではなくて︐その構成分子大る個人にとって

特徴とする︒而もその理論的基礎は唯物史観にある︒

J

調を目的とするものである︒(一八四頁)その代表的な

しかるにこれに反して.共産主義は階級主義を狼祇
とし政治形態として無産階級濁裁制を要求するをその

J

ものとしてはイタリーファシズムの階級理論或はイギ
リス︑ドイツ等の枇合改良主義の主張等が存在する

段とならぎるをえないのは理論の砕同然であって︑この

しかしながらか﹄る立場が︑暴カ手段による非合法手

以上の如く枇合問題解決の方法として.枇合革命主

(一八六頁)

いものである

結に於ては共産主義は枇命日民主主義とは全く相容れな
一九四頁)

義と枇合改良主義とので積の立場があるが︑同教授は

民以後に図家枇曾主義は︑園家主義的枇合主﹂義である︒

J(

更に枇合革命主義の諸分汲について詳説し.これを枇
合民主主義 共産主義.図家枇合主義の三つに分類し

四頁l 一九五頁)国家主義のイデオロギーは全僅主義

としては超階級的猫裁制を主張するのである︒(一九

それは一枇曾哲墜として国家主義を原理とし.玖治形態

まづ第一に枇合民主主義は 枇合哲墜として個人主

てその本質の考究を行はれてゐるのである︒
義を奉じ 政治形態として 民主主義を主張するもの

は﹁図家は他の何物の手段でも機関でもなく︑それ自

健の銭に存在する一個の本然枇舎.全龍一枇舎であって

的立場を基礎とするのであるが︑全鑓主義的図家論者

あらゆる個人や階級は 園家の中に包容されて居り︑

である︒元来祉命日哲墜としての個人主義は.あらゆる
倣し同家も亦同様である︒邸ち個人が最初にして.

あらゆる枇舎生活は︑図家の内に管まれて居ると解す

枇合在日て.個人の利盆幸一臓を追求する儒の手段と見

きであり 叉そうすることによって 存在の理由在有

而して最後であり 他の一切のものは個人に奉仕すべ

るのである︒﹂﹁凡ての個人及階級は︑図家に勤して常

一
一
一
一

に従属的地位に立ち蛍然園家の銭奉仕すべきであり

介

するものである︒故に枇合民主主義が個人芋誌を排す

紹

るのは︑資本主義が民族又は凶家にとりて有害むから

'SS

T
新

一
一
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一
一
一
一
内

級の利盆を認容すべきではない︒それらのもの﹄利食

且階級的利害を超越して図家に奉仕する熱情と資力と

であって つまり図民中道怖い及理科に於て最 'A傑れ︑

於ける精英(小一一件︒)攻治と略その意義を同じくするもの

ポある超級階的濁裁制とはファシズムの攻治理論に

は図家の利盆と調和する限れに於て詐さるべきであっ

を有する者の一群が 攻防慨を永続的に掌回向して︑全岡

なく.又無・庭階級溺裁制でもなくして超階級的濁裁制.

J

て若しさうでない限り︑断然・}れ巻排斥すべきである

民を指導統制することである乃ちそれは量から質の

いかなる場合に於ても 図家の利金に反する個人や階

といふのが図家主誌のイデオロギーである︒一(一九七

政 治への特化であり 衆尽の支配から寡賢の支配への

国家の必要の震には進んで犠牲をも抑ふべきである

﹃)れが函家枇合主義となるのである︒﹁郎ち図家主義の

頁)而して以上の如き同家主義を紘一棟上に適用する時

民的協働は至難に陥って.岡家の前余計り知るべから

し.財閥は様︑暴を泡ふし常閥は利棋漁りに夜間し.同

m隔は増大し階級闘宇は激化
力とが浪費され.皆川町円川のM

され.産業的無政府欣怒を誘致し.莫大なる資本と努

自由放任主義とに蓋議され.放慢なる自由競争が展開

人主義に立脚する終演機構であるが鍔に.四九月利主義と

光に閉山して資本主義を批判するならば.それが本来個

印ち林教授は趨階級的濁裁制守主阿波されつ

存続は敢て妨けないのである乙(二O O頁)

ても︑選準法を岐本的に改正しさへすれば帝同議舎の

窓攻常道式の攻黛政治は常然底止されねばならぬとし

法の中止又は改正を必要とするものではないよ﹁所謂

ばならぬこと勿論であるが.併しそれは必しも帝岡憲

に関する限り.それが叉阜の大棋の愛動によらなけれ

護展である

議

hも.向

但しかくの如き攻治形態の賓現は我日本

ぎるに至った・・・・・:・・故に断然之を排除するには重要請

議舎の存績を許容されてゐるのである︐而しか

ω
:

﹃︺れについての詳論あることを期待して同教授の所謂

d

産業を図有とし.管利主義と自由放任宇.義とを廃棄し

中には論及されてはゐない︒何れ他日
やは不幸一ー概論 L

合が果して如何なる組織と内容とを右すべきものなる

d

て.図家統制経演を確立すべきであるといふのが 同
﹁図家枇曾主義の要求する政治形態は民主主義でも

家祉命 主
H 義であるつ﹂こ九九頁)

全能主義的同家観を基調とする超階級的猫裁制の内察

反し︑河田博士は︑その存績性と必要性とは永久のもの

主義一枇合に於てのみ存績しうるものとなされてゐるに

我々は人 1 上誌の二見解の常

を紹介するに止めやう︒

J

否については論及することを避けやうつその何れにせ

とされてゐるのである

第五辛直接枇命日攻策.第六章間接枇舎攻策として宮路

の著書が我枇合政策界に興へられにことは.一札合政策

よ.昭和九年度に於てか﹄る封儲的の立場に立つ二つ

夏に以下に於て︑枇合改良主義の諸形態に論及し

れてゐるのであるが︑今これらの一々について紹介す

来
日

郎ち林教授に於ては︑国家を至聖

介

而

二
一
一
五

摘してこの紹介を終りたい︒(一九三五︑一︑二 O 記﹀

墜それ白陸についての殻多の問題を一暗示することを指

論にその論惑は抜山抗されてこの怒大なる﹁概論﹂身終ら
るのを止めゃうコ
以上これを要するに林教授の﹁概論しは河田博士の
﹁原論﹂に比し その特異性 'r個性とを桜皮に護持せる
論述であり︑而も最近の傾向としての図家枇合主義の
J

立場より之身担保されてゐる貼に於て著しい針照をな
してゐるのである

不可佼のものとし.これをその信仰的の旗肺として振
りかざし.有も園家をその紳聖なる一回上より引宇りお

h

る街迫力と.酪泊

3

ろさんとする態設はその凡て争破撃して止まざるの慨
るに河田博士の原論中に於てはか

が刻々として その全文中に綴ってゐるのである

牲とを布する主張は背目見出しえ中賢明にも枇合政策
に4ズムなしとしてこれを放棄叉は逃避されてゐるが

刊

如くである︒一史に叉林救授に於ては︑枇合政策は資本
者f

