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南亮三郎氏著人口理論と國際貿易

秋

表せられたるものであるが︑第四章までは人口理論に関す

久

本書は著者が過去三ヶ年にわたる人口聞提研究の一成果

る籍︑第五章より第七革までは︑その應用論︑詳しく云へ

藤

として世に問はれたるものであって︑三年前人口理論と人

ば貿易と人口問題との関聯並に現官の人口の動きに掬する

伊

口問題なる 草を公にせられたることを考へ著者の旺盛な

論葺︑第八串は人口文戯論評篇として考へることが出来る︒

交へて本書の紹介にかへたい︒

要なる部分につき其素描をなしつゝ︑間々論評乃至感想を

今本書の全鰭にわたって紹介論評することは出来ないが主

る筆力に先づ感嘆せしめられる︒本書は左の八串より成
る︒

第二半 マルサスの人口理論と歴史観

第二串 マルサスの檜殖原理と性愛論

第七串 世界人口の趨勢とその再生産過程

第六軍 団際貿易と人口扶養カの理論

第五章 人口問題としての団際貿易

第四輩 人口謳歌論者グレーの人口論

マルサス人口論を最初の一二卓の披講に終らず其全巻に亘

期的機動の理論であると著者は論断される︒私は此解樺は

此二原理に支配されながらの檜加と減退と進樽と逆韓の周

理と規制原理の二つより成りたつとし︑彼の人口理論は︑

論の一新解繹と越せられ︑マルサスの人口理論は︑檜殖原

第 阜マルサスの人口理論と歴史観の前籍はマルサス理

第八串 人口問題相係文献の紹介批評

って熟讃せる人々の全く同意し得る解輝と信する︒殊に多

第三車 人間完全化論争と世界人口

収録せられるものは何れも既に檻立の論文報告として公
甫亮三郎氏著人口理論と国際貿易

増殖傾向在指したものと解明伴されたのも私には異論ないの

の代的川者と見らるるに拘ら宇︑ マルサス自身は今まで主か

の裏付守層川せることを述︑べ︑ マルサスが屡支配階級の利金

理論が十全なる庶史墜的地幣の上に立ってゐると云ふ著者

八百て拙著に於て私は︑﹃役の所謂人口法則とは何を意味する

れにる人類庶史が慨して上居階級の陪史なる在慨し︑下院川

くの人々が読むこと長避ける所の︑諸民族に闘する彼の歴

かに就て彼自ら何等の明言︒ぜなさないが︑彼の此出愛知印

階級の窮乏史に出怠を向くる要ある在云つに所を引き来つ

の前北 H﹁人口理論と人口問題﹂に於て詳一読された所と関聯

ち﹁人口は食物を越えて増加せんとする絶えざる傾向︒ぜ有

て史家としてのマルサスの一而や俸へられてゐる︒そして

史的現勢的記池山ぜも併せ読む人は此貼に何等の異論をもち

す﹂と云ふ命題が︑彼の所謂人口法則なること在推測する

マルサスの・児期上の立場は一種の唯物論の紋に沿ふてゐる

し︑マルサスの歴史観に就て述べられてゐる︒車生の頃ギボ

ことが出来る︒﹂と云った︒(拙書マルサス人口論の研究︑

こと沿指摘し︑﹁マルサスの見にる人間は︑絶え宇その員数

得ないと信宇る︒南教授が此事︒ぜ明確にしてマルサス理論

コ一八頁)私が推測ム﹂云つにのは︑ マルサス自身︑﹁人口法則

の増加に脅かされながら︑盆々多くの分量在必要とする物

シのロ l マ帝同浸落史在愛読しにマルサスが︑その人口原

とは云々﹂と云ふ形にて表現する所がないからであつにが︑

質的生存資料の獲得に腕り立てられて在る人間であり︑叉

理論に於ても︑人類の過去の歴史の検討によって人口原理

市教授は︑第一版に於ては甚に不明瞭であるが︑後版に於

彼の見たる人間の俊史は︑二百にして場所と食物との匁め

第一章の後篇﹁マルサスの歴史観﹂に於て著者は︑多くの

合せないが︑マルサスの豊富な歴史的知日識と彼の人口原理

私は南救授の本辛に漣べらるる限りに於ては別に異見守持

の闘争としての庶史であつに﹂(四四頁)と述べられてゐる︒

批評家によって非歴史的と評せられて来大マルサスの人口

4Qo

ては明瞭に此事が意味せられてゐると論結されたのであ

る︒命人口の原理とマルサスが抑制するものを人口の不断の

一
一

の性符冶此鈷に突きとめられたることは多とすべきであ
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寧ろ彼の人類歴史の詳しき検討よりも前に成立してゐ大如

との関係をも少し開きたい気がする︒蓋し彼の人口原理は

何等の矛盾ではないと云はれてゐる︒

q仮設的意義において主張﹄することは
てその不幾恒存性 d

の崎市殖版理を根強︑つける所の耐性問のパツシヨンに閲する

第二章マルサスの噌殖原理と性愛論に於ては︑ マルサス

的抑制は﹃甚冗屡非悪在生む﹂と云ふ意味在解し難いであら

である︒併しかくては︑入が理牲に従つに場合に︑此珠防

は性的パヅシヨンを結婚として表はるる性愛に限らるる様

教授の此鈷に於ける説漣の中で私の不審に忠ふ所は教授

詳細なる論述がなされる︒市教授は此論述によってマルサ

う︒結婚沿抑止することは常に性的パッシヨンの抑止では

く忠はれるからである︒彼の原理は歴史からの邸納ではな

スの性愛樹︑幸一耐の泉としてのパツションと其耽溺より生

注
目 gtcるとして設現し罪惑を生む
なく︑飢在会円高己R q

が﹃珠防的妨け﹄郎ち結婚の一時的延期在性的パプンョンの

宇る所の惑についてのマルサスの見解を山品質に俸へられて

こと屡々なるものとマルサスが解したことは︑彼が道徳的

く︑虫 ろ
γ 歴史は原理の質設として利用されてゐると忠はれ

ゐる︒それは皮相なるマルサス攻撃者や啓蒙するに足るも

抑制のな味を説明せる所によって明であるの性的パッシヨ

一時的抑止と解されてゐる事である︒此貼から見ると教授

のである︒而て教授が此論述に於て力説せらるる所は︑

ンはマルサスの用話で所謂三宮各ESけさ︒ロ σ者
︒gppp

るからである︒

方に於てマルサスは一耐性問のパアンョン在85訂正となし︑
他方に於て父これか二己UZ0 ・と見てゐると云ふ貼である︒

PEE‑ロ己古色︒ると解すべきが故に︑此パッションが一

ユユ 5 5 三門戸︒‑
58けの場合よりも庚く望︒ER55ZH2・
8E5 一同月間己Rmg去の主g h生 み 得 る 本 能 (rzHE2u

時的にも明に抑止されるのは道徳的抑制の場合のみであ

ロ

すなはち一方に於ては其不後恒存性を主張し︑他方に於て
は阪に第一版の慌時から︑特に現性による抑止の可能と賀

f
b不明瞭と見るのは私の読み蓮
る︒市教授の一前述在少くE

存とを承認してゐると云ふ貼である︒そして教授は︑﹃一方

一
一

にハッションの一平賃上の可後性を認めながら︑他方におい
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二二四

性的パッションの恒存不時党は仮設的意義に於て成立し︑百

二二頁)と云ったことに端を愛する論宇である︒市教授は

是は人口法則の撤回を意味する﹄(マルサス人口論の研究二

ならば︑彼は性慾の不易右近認しなくてはならない︒併し

ルサスが道徳的抑制の宜行を容易なものと忠はんとする

さないと述べられてゐるリそれは私が拙著に於て﹃若しマ

寸シヨンの謎容はマルサス入口原理の樹立に何等泉冶及品

突に教授は私との論争の一貼に燭れ︑理性による性的パ

利己心が利他心よりも活に強力であると見てこそ︑人の利

へられ得ないと考へてこそ︑その人口版埋を提出したもの

︑コ
︑フカ︿ マルサスはかのパッシーンが容易に理牲によって抑

申ぜ根撲とする原理冶仮設することは何の用守層周すであら

へられ得るならば︑此パザシ]ンの﹁不幾恒存性﹄なるもの

あるが︑若しパッションが人間の内的抗争に於て容易に抑

する人類の増殖原理在仮設することは全く意味があるので

(食物)針人類の相魁身説いたものであり︑此震に食物に封

るが如きものではないと忠ふっマルサスの人口論は自然

野の一予賢によって覆へきれ得ないと同じである﹄と云はる

際上に於ける共の可愛性と矛盾しないと主張せられ︑恰も
︑︑︑︑︑
それは﹃増殖原理が人口は食物よりもより緩没に増加する

己心身前提とする経済理論が現賓の経済現象守解明する原

ひであらうか︒

L
・二古ふ反針の事資によって覆へきれ得ないと同じである﹄

理として提出され得ると同じい︒

ろかかる仮設は何の鍔ぞと問ひーにい︒それは決して教授が

ある︒仮設的意義に於て成立すると云はるるならば私は寧

ほかつパッシヨンの恒存不援を云ふこと冶矛盾とするので

ン.か容易に現性によって抑止され得ると主張しながら︑な

ること身諸家の説在引用しつ込論詮し︑死亡率低下は勝て

して近時の世界人口.か主として死亡率の低下により培大せ

完全化及び人間存命の延長が可能なりやの問題より説き起

ス卦プッドクイン・コンドルセ lの有名なる論争︑人類の

第三章は人間完全化論争と批界人口と越せられ︑ マルサ

であると私は解したいのである︒恰もそれは︑人間に於て

と云はれる︒(九六頁)私は人間の内的抗争に於てパッシー

﹁増加原理が︑人口は食物よりも絞没に府加するといふ反

でも此一平は可也の難卒業である・としても︑せめて人口論中

ら企てんとして m
不にさなかっにものであるが︑何人に針し

仁る諸文献府検栄することの有意義なる巻忠ひ︑これを自

私はマルサス人口論や研究するに常って︑ マルサスが用ゐ

良き試であると忠ふ︒私事在述ぶること身許さるるならば

ス人口論中に於ける生死統計の問題を取扱はれたることは

問山付︑ぎにるか‑失はないであらう︒殊に行論の途中︑ マルサ

教授自身も云はるる如く︑岡山付きに過ぎないが︑そは良︑き

にする貼にあって︑完全化論争に結び付けられたることは

此辛の目的は近時の人口増大が死亡率低下へ負ふ所以や明

命の延長は若々一貫現しつ=あること在設かれてゐる︒無論

長は依然として賊説たるを免れないが︑或程度に於ける毒

ヅドウィン・コンドルセ!の考へたる人間需命の無限的延

平均詩人命の延長となって現はれつ﹄あること冶指摘し︑ゴ

いふ問題であって︑グレ!其他人口謡歌論者よりする﹃マ

か︑それとも叉雨者の間には相互作用の関係が存するかと

経演が人口ぞ規制するか或ひは廷に人口が経済在規制する

からである︒ 一基本問題と南救授が云はるるのは︑果して

解決の入口理論上の一基本問題在街いてゐると考へられる

してその提起したる問題は︑現代に於でもなほ依然大る未

の堕史的叙述の便宜の鍔ばかりでなく︑マルサス準設に封

それは単にマルサス反勤者の根本的立場在浮出たしむる鋳

然らば教授が此著者冶評論さるるのは何の鴛かと云ふに︑

る感がすると共に︑叉グレ!の多幸を忠はざる在得ない︒

が取上けられ而も詳細に論評さるるを見ては甚冗相済まざ

充満する臆設に鮮明却した手前︑教授によって今此入の著作

書を﹁観察の浅薄と一争賓の相違﹂と評し︑越大なる著書に

評される︒私自身は教授の引用さるる如く官て此グレ!の

占めマルサス批評家グレ lの人口謡歌論在詳細に紹介し批

A

一
一
目
す
る
︒

れてゐ︑にのである﹄と論結されてゐる︒此論結の翁には︑

あつにとしてもl l確かに人口理論上の一つの焦貼には鰯

ルサス論争の一戦線はーーにとへその内容は・如何に空疎で

に於ける諸統計を再検討することは︑今まで以上に墜者の
)o単
m なる感想として附

涼青山+必要求してよいのではないかと忠ふ︒(の江田 HF立ハ他の
人々の研究はあるにしても

第四章人口誠歌論者グレ lの人口論は百頁に近き紙一加を
市一位三郎氏若人口理論と図際貿易

五

してグレーほど大路に且つ一方的に︑謂ゆる入口主義埋設

ないではないが︑教授自身は︑経済準的基礎理論から出議

依りに多くの努力守グレーの著辛十一日へきさけ6れたの感.かし

の傾向からも論結し得らるる同一のことを︑人口問題の立

叉それは我々も十分同意し得る見解である︒我図工業最近

説く所に大睦賛意を表せらるることは推断される︒そして

て南教授自身の設は多く現はれてゐないが︑ベンロ lズの

二一一六

在展開しようと試みた者は他に存しないと考へられ︑今ま

場から明註されたものとして出立すべきである︒日く自由

商業と経済

で多く紹介さるることなき此入の著書に多大の労力巻注が

貿易攻策!

L 及びクッチンスキ lの﹁人口増大の測

定﹂等によって世界人口の趨勢とその再生産過程を論争る

増大と現在の趨勢

き紹介であり︑第七章は︑ソング!ス﹁世界人口￨過去の

第六宣‑モンベルトの人口論中の一宇人口扶養力論の詳し

れたものとして︑その恩的情熱に十分敬意ぞ表すべきであ
らう︒グレ!の論評として此一宇は︑我闘は勿論︑如何な
る闘の皐界にも未花見ざる長大篇である︒
第五章﹁人口問題としての岡際貿易﹂に於ては︑閥際貿易

辛である︒何れも著者がマルサス在主とする人口理論の根

内から出て︑現賓の人口問題に足や入れられた記録である︒

により人口扶養力の培養せらるることを重貼として︑著者
は日本人口と工業化問題にも論及される︒資源に恵れぎる

最後の第八章に紹介批評さるる論著は︑ペンロ lズ著﹁人

r

九大同書院後行︑内容 同五拾銭)

が︑却で宜相の歪曲になったのではないか府民れる︒併し
少しでも沼介の役砕務め得たならば幸である︒

以上私は南教授の新著の謂はば筋書冶俸へた積りである

デル︑ルスリンガ l共著﹁人口・資源・及び貿易 Lである︒

ツチ著﹁新人口論﹂︑岩波文床版﹁マルサス・経済草原理﹂︑

口理論とその感用﹂︑グラス著﹁人口増加戦﹂︑スムレ lグイ

H本の著しき人口膨脹は偏に其工業化︑工業品の輪出によ
J

って可能なることや 暗 示 し つ ¥ 日 本 品 に 劃 す る 各 固 め 門
Ju

戸閉鎖が︑ 増殖して行く日本人口に針する脅威であること
を論断されてゐる︒後篇に於ては︑特にぺンローズの﹁人口
理論とその庭用﹂によりつつ︑日本人の異に必要とするも
のは︑批界の他の閥とのより自由なる貿易である所以ぞ論
述されてゐる︒此篇は寧ろベンロ lズの著+十一日の紹介であっ

