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地域農業の発展と農民教育の課題(中〉

一一地域問題研究の方法をふまえて一一

山 田 定 市

A Study on the Farmer's Education relating with the 

Development of the Regional Agriculture (Part II) 

Sadaichi YAMADA 
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N 地域問題の現段階的性格，その研究方法

1. 地域問題の現段階的性格

地域問題については，さまざまな把握の仕方が可能であろうが，小論では，現代資本主義の

階級構成とそれを基礎とする地域問題をめぐる対抗関係に注目し，このことを基本視点として

地域間題の現段階的性格を明かにするO 小論の考察の基礎となる地域階級構成については，こ

れを的縫に把揮すること自体，容易ではないが，ちなみに，このことについての概括表ともい

うべき表 1について特徴的なことを指損すれば次のようになろう。 (1)I高度成長」の過程で労

働者摺級は着実に増大し，いまや庄僚的な割合を占めている(労働者階級が過半を占めるよう

になる転換点は 5年きざみでみれば 1960年である)0(2)少数とはいえ資本家階級も増大してい

る。 (3)この隠者の対抗関係の激化とは裏腹に，自営業者層は全体として減少しているが，この

うち農漁民震は激減し，これとは逆に商工白営業者層は増大しているo (4)労働力人口は 4大工
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業地帯を中心とする工業地帯に集中している O この地帯に集中しているという点では資本家階

級もまた向様であるo (5)他方， r主農地帯Jでは，他地帯に比べて農漁民j習が高い構成比を占

めているが， 1975年には労働者階級との対比ではその比率が逆転し，後者が過半を占めてい

るo (6)労働者階級の中で生産的労働者の占める比率はわずかに低下している O

表 1 日本の地域階級構成 (単位:1.000人〉

807 5，700 15，046 17，577 8，956 
I i~vv~ I _~1~~~ (2.0) (14.3) (37.7) (44.0) (22.4) 

全
関 1975年 53，969 3，901 8，919 6，851 34，187 15，259 

(100) (5.9) C16.5) (12.7) (63.3) (28.3) 

425 2，050 1，830 7，623 3，728 
(100) (3‘5) (16.8) C15.0) (62.3) (30.5) 

I 4大工業地帯 I'M_~ I 2~:~~~ 1.593 3，735 750 14，567 5，915 
1975年 eioo) (7.6) C17.8) (3.6) (69.4) (28.3) 

1「11m
174 1 ，691 4，787 4，322 2，377 

(100) (1.6) (15.2) (43.0) (38.8) (21.3) 

宜 周辺工業地帯 I'^__/~ 11~:~~~ 798 2，564 2，035 9，590 4，769 
1975年 eioo5 (5.3) (16.9) (13.4) (63.1) (26.8) 

195昨 [16間
209 1，957 8，429 5，632 2，851 

(100) (1.3) (11.8) (51.0) (34.1) (17.2) 

班主農地帯 I，̂__cr， 11;:;8~ 799 2，620 4，066 10，030 4，769 
1975年 eiou5 (4.5) (14.7) (22.9) (56.4) (26.8) 

注 1 地帯区分にはそれぞれ以下の都道府県を含む。

4大工業地帯(東京，神奈川，愛知，大阪，京都，兵燈〉

湾辺工業地帯(千葉， }奇玉，若手潟，静向，岐阜，三霊童，主富山，お)11， 1語;丸滋賀，
奈良，和歌山， ~向山，広島，山口，愛媛〉

主差是池子昔〈北海道，青森，宕手，宮滅，秋出，山形，福島，新潟，茨主主，栃木，
長野，山梨，鳥取，島根，香川，高知，徳島，佐賀，熊本，長崎，

大分，宮崎，鹿児島〉
2 階級構成の作成方法は大橋隆憲氏の方式による。

3 岩井治「現代日本の地主主階級構成J(W経済~， 1973年 3月号，新日本出版社， 所

収)， 48~51べ{ジより引用作成。

地域別措級構成にみられる以上の特徴を基礎にして，地域問題を考察するにあたっては，次

の諸点を重視する必要がある o (1)その基本的対抗関係は資本家階級と労働者鵠級の開で形成さ

れている o (2)このような対抗関係は都市においてより鋭くあらわれているが，農村においても

しだいに鮮明になっている o (3)さらに，このような基本的対抗関係とともに，自営業者層の位

置に控目する必要がある (とくに商工業自営業者躍の増大傾向〉。 この腐は独占資本の支配下

にあり搾取・収奪される立場にあるという点では労観者階級と共通しているが，その独自な性

格を軽視することはできなし、。 (4)労働者階級のやで不生産的労働jに従事する労働者躍は生産的

労働者層を上回っている O 内容的には，公務労働者，サービス部門労働者などを含み，地域産

業との関連においても独自な役割合担ってレる O

このように，階級構成を基礎とする対抗関係は現実には擾雑な内容で形成されるのであるが，

その基本的対抗関係は，独占資本家と労働者階級を中心とする勤労諸措震との間になり立って
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いる，といえるO ところで，このことを基礎とする地域問題をめぐる階級対立の内実は伺か。

地域問題の内容は，経済問題，政治問題，さらに文化・芸術・忠認などひろく住民の生活にか

かわる諸問題，などにわたり，これらをめぐる，階級的対抗関係は，それぞれの領域において

顕在化している，ということができるO

地域問題をめぐる対抗関係についてみた場合，独占資本を中心とする資本家・支配階級にと

って，現段階の地域問題は，資本主義の全般的危機の内突をなしているO つまり資本主義国に

おける地域問題は，全般的危機の段階で顕在化し，全般的危機の深化とともにいっそう深刻化

している O この場合，地域問題が資本主義の全般的危機の内突をなすということは，それが資

本主義の体制を根底からゆり動かす性格をもっていながら，資本家・支配階級がそれを根本的

に解決する能力，条件を持たず，現にそのような中で、地域問題はさらに深刻化していることを

意味しているO 他方，圧倒的多数を占める勤労住民の立場からみた地域問題は，資本蓄積法則

の対極として進行する住民の貧掴化ということに集約的に表現される O

このような性格を持つ地域問題は多様でしかもますます複雑になっているのであるが，その

主要な内容はたとえば次のように婆約することができる。

(1) 経済的諸問題

1)生産力構造にかかわる諸問題

生産力の地域的・酷際的不均等発展，生産手段の地域的集積，資本による資源の浪費

・収奪， 自然、破壊，地域産業の破壊・衰退， 労{動力人口の地域的集中，労働力の破壊

(健康破壊，労働災害〉などO

2)地域経済構造にかかわる諸問題

所得水準の地域的不均等，社会資本の地域的不均等，産業構造の歪み，住民諸措麗の

賞留化，など。

(2) 地域社会構造にかかわる諸開題

都市問題(都市スプロール化問題，交通問題，公害・環境問題など)，農山漁村におけ

る過疎開題，住民の生活環境破壊，住民の福祉・厚生をめぐる地域的不均等，など。

(3) 政策的諮問題

長期不況と経済政策・ の破綻，地方財政の危機の深化，地域開発政策のゆきづまり

のもとでの地域政策の再構築，とくに住民支配政策の多面的・総合的推進，コミュニティ

政策，地域教育計画の推進。 他方，住民の側からは，自主的・民主的地域づくりとその政

策・計画化，など。

そして，これらの多岐にわたる現段措の地域問題をめぐ、る対抗関係は，現に実施されさらに今

後実施されようとしている地域政策をめくaって鋭く顕在化しているといえよう O この点、では第

三次全国総会開発計画〈三全総〉とそれに関連する諸施策に端的に示されている。三全総その

ものの構成や内容についてはここではふれないが，これをこれまでの地域開発政策・計画との

関連でその特徴点についてのべるならば，次のように概括することができょう。 ω三金総は世

界資本主義の全般的危機が構造的危機としていっそう深化した70年代後半の時期，つまり「高

度経済成長」政策の破粧の時期に始まる国家独占資本主義の新たな開発政策である o (2)したが

って，それは国家独占資本主義の政策のもつ二衛的性格一一勤労諸階層に対する搾取・収奪・

支配の強化の側面と危機対応策としての側面ーをもっており，その点ではこの「計画Jiこ先行す
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る開発計踊・政策と共通している o (3)そのような共通した性格と同時に，現局聞に対応する計

画としての特徴を持っている O このことは， (1)これまでの開発計画が経済・生産力の地域的不

均等発展，地域格差を助長してきた，と L、う批判に対して，それを糊塗するような表現上の配

慮が払われていること， ('ロ)単に表現上の配患だけでt く，住民参加の途を開く「福祉重授j，な

どの対策が講じられていること，などが特徴的である。このことが r計画」に対する批判の

ほこ先をそらす意図を持っていることは否定できないが，実際上もこれらの点について一定の

譲歩なしには体制的危機が乗り切れない，とし、う支配者層の判新が働いている。 (4)そして，こ

のような構想を投資・財政計画として総み立てる場合，その特徴として，産業基盤整備を基軸

とする設備投資計画が根幹となっていることは，従来の「計画j を踏襲しているといえるが，

生活環境，教育・文化，福祉，体育，レクリェーションなどにかかわる社会資本投資が従来に

も増してウ zイトが高くなっている。これは，危機対応策としての妥協的性格を一面において

示しつつも，他国ではこれらの投資対象領域への資本の進出を閤家財政で「地ならしJをする，

とし、う新規投資を誘導する一部ももっている。 (5)しかし，このような投資計画の基本的意閣は，

単に閣内経済・社会問題にかかわるだけでなく，その背後に貫く，軍事経済化，海外投資拡大

などの帝国主義的性格，およびそのアメリカ帝国主義の戦略構想との関連などを見逃すことは

できなL、。 (6)このような位置づけをふまえたうえで，あらためて三全総の内容に着目するなら

ば，すでに各方面から指摘があるように， r定住圏」構想が主要な内容の一つをなしているlh
これは，地域計画が従来の経済計衝の枠を超えて地域住民の生活過穏に藍接的により深くかか

わってきたことを意味し， 地域住民の生活過程の再編成， 支配強化を意図している， といえ

るO そして，この「構想Jはすでにこれに先行して実験的に白、治省、，農林省などで進められた

コミュニティ政策， r地域づくり」政策をより本格的に地域計画の全体構造の中に位置づけた

ものである，といえよう。 (7)r定住鶴」構想との関連におけるいま一つの特徴は，地域計画が

家庭に着目していることである O このことが主主体的に示されているのは「新経済社会 7ヶ年計

調j (1979年 1月〉であって，その中で「新たな家庭づくり j， r家庭基盤の充実と近隣社会

づくり j などの項目がみられる O これが単に生活環境整備にとどまらず，生活内容にまで立入

っていることは r労働待問の短縮と自由時間の活用j r消費生活の充実」などの項自が設定

されていることからも推測できる。2) これは，これまでの地域計画にはほとんどなかった内容

である。資本が労働力の再生皮過程を麗接的にしかも全面的に支配したということはこれまで

なかったことであり，それだけに資本家階級にとって最大の難問の一つに着尽したことになる

が，それを意関どおりに実現ずることはできないとしても，資本による支配が職場から地域，

そして労i働者〈および勤労諸階層〉の共間生活の基本単伎である家庭に及ぼうとしていること

は，生産の社会化およびそれを基礎とする生活の社会化を背景としてうち出された，とみるこ

とができょう。 (8)最後に，この「計@jJは，資本家階級の確聞とした展望を示したものではな

く，むしろ，それ自体，矛屈を内包しており，さらに地域問題に対する解決の能力を失いつつ

あることを露呈している，といえる。とくには十画」自体が矛盾を内包している，ということ

は，単に地域計画・政策にかぎらず国家独占資本主義の政策に共通しており，それが搾取・収

奪・支配の強化と危機対応とのこ面的性格安持っていることに起関しているけれども，とくに

現局面においては長期不況を容易に脱却する見通しが立たない，としづ状況のもとで，事態が

一層深刻化することを避けるごとができないのであるo r計題j自体が矛盾した内容をふくん

でし、ることは臨所に散見されるがくたとえば，食糧自給を強調しながら投資計画はそれと逆行
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している)，この「計画Jが現実に実施される過程で矛窟がいっそう

ないであろう。

5 

ることは避けられ

以上三全総の主な特徴についてのべてきたのであるが，この「計画Jに集約されていると

ころの地域問題をめぐる対抗関係は，これを勤労諸階層の側からみれば，その全生活過程に及

んでいるといえるO したがって，地域問題についての研究方法も，このような現実にふさわし

い内容でなければならなし、以下では，主として地域問題研究の方法ーについて検討することに

したい。

2. 地域問題研究の基本視角

現在，学捺的研究，共同研究の重要性が各分野で認識され実行されている。また，最近は，

総合的科学の研究ということが提唱されている03〉それは，単に一つの研究課題に即してそれ

に関連をもっ専門領域の研究者が共同研究を行なう，とし、うだけにとどまらず，その研究諜題

にふさわしい独自の方法と説角が模索されなければならないことを含んでいる，といえよう。

地域問題は，まさにそのような研究方法をとるにふさわしい研究課題である，ということがで

きる。そして，その研究が地域住民の実践活動と密接にかかわっていることも地域問題研究の

特徴のーっということができょう。

宮本憲一氏は，地域論(小論で、し、う地域問題研究とほとんど内容的に一致する〉について，

その構成と方法に言及しているが<Jその中で，宮本氏は，その構成について，資本主義と地

域，現代日本資本主義と地域，について資本主義の発展段措をふまえつつ，地域経済，地域問

題，地域政策のそれぞれとその相互関連についてプランを示している。間氏の地域論の構成

は，かなり広範な領域に亙っているが，その基軸になっているのは現代資本主義論であり，地

域経済問題がその基底として位置ついている O また，その方法としては，分業論を基礎とし，

さらに集積・土地独占に関する経済理論，環境と資源に関する学際的研究の重要性を提起す

るO のちに，具体的課題にかかわってふれるように，宮本氏が r社会資本論Jを中心に，地域

問題の中に経済法尉がいかに貫くか，また，地域問題が現代資本主義の中でどのような位置に

置かれているか，について課題を提起し分折した成果は地域問題研究の中で大きな役割を果し

ているといえよう。

また，布施鉄治，小林道の両氏は，社会学，とりわけ地域社会学の立場からの地域社会研究

のあり方について数点、に亘って課題を提起している 05〉両氏は，まず，地域社会研究が学擦的

研究として進められなければならないことを指摘し，引き統いて地域社会学の系譜とその中に

存する方法論的諸問題，地域社会学の側からみて隣接諸科学が提起している諸問題，戦後日本

資本主義発展の諸階梯に沿って，現実の地域社会の変動の実態分折の中から明かにされた分折

視角，方法論，などにふれたのち，地域社会研究の現段階における課題を明かにしているO そ

れは「措梯的に異なった多様な分析領域をその胎内に有しているJ6) が， さらにそれは第 1

に，国民社会における地域社会の構造変動分折のレベル，第2に「国家及び地方行政体のもつ

現段階における社会的協業体としての側酉J7l の分析，さらに第 3に，以上をふまえての「限

られた地域内」での地域社会構造分折，地域住民閣の生活実態におりたモノグラフィー法によ

る総合的な地域社会分折が必要である， とするO ここで潟氏が指摘しているように，地域問題

は r全人格的な現実的社会的人間J8) を措定し， しかもこれを第 1， 第2の分折をふまえ

て，地域住民の生活実態におりた分折であるところにその特徴が端的に示されているといえよ

う。その意味で布施，小林両氏の提示している 3つの視点は相互に構造的にかかわり合ってい
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る， と理解する O 地域開題が，それ自体，総合科学研究であって，既存の偲別科学領域のその

いずれかによってだけでは，いずれも不;-f-分な分析に終らざるをえない，というのもこの点に

根拠があるといえる。

やや視点は異るが，地域問題研究会9) の指摘も基本的に共通した視点、を含んで、いるといえ

る。すなわち同研究会は，既往の地域研究についての回を重ねた検討を通して，次の諸点を確

認している O すなわち，地域問題をめぐる対抗関係についての認識という点では多くの論者に

共通しているが，主として経済地理研究者がし、うように「地域Jを「経済地域」として把援す

ることは，かえって対象を限定することになるのでもっと広くとらえる必要のあること，また

「地域Jはあくまでも相対的概念であるが，地域問題研究が目ざす主娘は「さまざまな生活と

生業が地域内でどのように関連し，富家独占資本主義の支配と浸透が，どの島田にどの程度の

力でおよんでいるか，またそれによって，労働者，農漁民，自営商工業者の生活と生業が，ど

のような影響な受けているかJ10
) を解明することにあること，などを明かにしている O また，

この研究会の提言として，地域問題研究を地域認識運動として意義づけ，さらに広く研究者運

動，科学運動の一環として位置づけてレること，そして，このような地域認識運動には，単に

研究者だけでなく，地域住民もまた担い手である，と位置づけていることは他に類例をみない

特徴をなしている O

そして，地域問題にかかわる重要な課題は，地域問題と地域の担い手としての住民の主体形

成との関連を解明することにあるといえよう O というのは，地域問題をめぐる階級対立，対抗

関係は，窮緩的には地域を変革する勤労住民の主体形成をぬきにしてはその根本的解決はあり

えなし、からである O しかし，この両者の関連については地域問題研究の中で、最も空白に近い部

分であるということができょう O この点に関して，布施・小林両氏は「地域社会は連載の必要

のためにあるのではなく，運動がそこから生み出される社会的母胎として実在する Jll) のであ

るが，現段階における社会学者による地域社会研究の問題点は，地域における連帯の論理，生

活の契機に形成される階級的連帯が何を白ざして，どう展開されるかを十分に追求することな

しに， かかる領域でのつめそれ自身が， 主体形成へと飛躍する， いわば期待の論理によって

なされていることにある，と指摘している 012〉この点はひとり社会学者にかぎったことではな

い。最近，変革の主体形成にかかわる論稿が数多く出されているが，それらが提起している

課題を，地域問題の視角と結びつけて深めていくことが求められている。

このように地域問題は，それ自体広範な研究領域に主主る総合科学としての内容を求められて

いることが第 1の特徴をなしている O それとともに第2の特徴は，地域問題が，資本主義の発

燥と地域住民がそれぞれの地域において築きあげてきた生活(広義〉の歴史との中で発生し変

化してきた歴史的関係である，という点に集約される O さきに，前稿で地域問題の基本認識に

かかわり，マルクス，エンゲ、ノレスについて検討すると同時に，これを絞承・発展させたレーニ

ンの地域認識についてふれて，とくにその中で独点資本主義，帝国主義段階の地域問題につい

ての基本視角を確認したのも，地域問題のこのような特徴をふまえたからにほかならなし、。以

下では，このような特徴を基礎にして，地域問題の経済的側面に重点、を置いて主要な視角を提

示したし、と思う O なお，この節の中で取りあげる課題は，資本主義の全般的危機と地域問題，

生産力の不均等発渓の問題，社会資本をめぐる論点，公害・環境問題についてであり，食器化

と地域問題，地域産業をめぐる問題，地域の変革をめざす住民の主体形成については，それぞ

れ章を改めてのべることにする O
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(1) 資本主義の全般的危機下の地域問題

まず，地域問題の現段階についての基本的認識として，それが現代資本主義の危機の内実で

あり，その主要な側面の一つであることを明かにしておかなければならなL、。というのは，こ

のことによってはじめて地域問題を，現代資本主義の階級構成を基礎とする対抗関係として，

しかもこれを資本主義発展の歴史をふまえた現段階の特徴として，したがってその解決の展望

を含めた課題として明かにすることができるからである。以下，その特徴についてふれる。

まず，第 lに地域開発政策が危機対応策の一環として登場したことに設問しなければならな

し、。

いうまでもなく，資本主義の全般的(一般的〉危機は，資本主義が周期的にその矛盾を爆発

させる経済的危機(経済恐慌〉にとどまらず，恒常的な経済的危機と政治的危機に直面するに

いたった歴史的段階をさしている。13) さらに具体的には，第 1次大戦とロシア卒命にはじま

り， 1929年~32年の世界大恐慌をへて30年代の大不況にいたるその第 1 態と，第 2 次大戦には

じまり，中国革命をへて今日にいたる第 2期を措定することができる。14) そして，地域問題も

また，このような資本主義の全般的危機の深まりとともにその内実の主要な側面として顕在化

してきたので、ある。15) すなわち，定機の深化に対応してとられた経済政策(公債の増発，イン

フレ政策，公共投資の飛躍的増大をはじめとするいわゆるスペンディングポリシー，経済の寧

率化など〉の中で「国土計甑」をはじめとする地域政策が重きをなすにいたる O それは医大恐

慌の打撃が地域によって一様で、なく，その不均等を政策的に是正することが危機対応策として

欠かせないことを政策主体が認識したからにほかならなL、016〉何時にそれは不況打開の投資戦

略としても有効であるという判断が作用したからでもあった017〉そして，このような経済的目

標をかかげた地域政策がその立地，計画内容，などすべての点で軍事目標に結びついていたこ

とも重視しなければならなし、。また，のちに不均等発渓についてのべるときにもふれるけれど

も，かかる地域開発政策とそれに基く投資が窮極的に生産力の地域的不均等発展を是正するこ

とができずかえって拡大したことは，政策自体の本質にもとづく当然、の帰結であったといえよ

う。

第2に，地域開発政策自体の変質に注目しなければならなL、。

すなわち，上述の性格をもっ地域開発政策が資本主義の全般的危機の第 2期で示す特徴は何

か。それが前期から継承する特徴をもっていることはいうまでもないが，さらに，この期の地

域開発政策，したがってその基底となる地域問題を特徴づけているのは，資本主義の全般的危

機が社会主義体制との対抗関係のもとで深化し，その一環として植民地・従属国の解放闘争が

急速な前進をとげた，という事態である。このようなもとで進行する危機への対応策としての

地域開発政策は， いわゆる新植民地政策の主軸をなし I援助J， I後進国開発」を擦梼しつ

つ，経済支配を基軸とする支配・従属体制をつくる戦略の一環として推進されてきた。そして，

その戦略を「正当化J する多くの理論が開発理論として登場したのであった。山つまり，開

発投資が，従来の私的資本の輸出にかわって臨家投資としてしかも国際的に行われるようにな

った。そして，投資主体が関家であることから投資の舟容にかかわる開題として， r社会資本」

をめぐる議論が活発となるが，このことは，当然，国内開発投資にも影響を与えることにな

るO 社会資本をめぐる論点についてはのちにあらためてのべるが社会資本」を含む開発投

資が地域開題をさらに深刻化させ，そのことによって政策体系金体に占める地域開発政策の役
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割がいっそう重きをなすにいたっていることはたしかであるO

第3に，資本主義の危機の一側面としての地域問題は，日本の場合は一段と深刻にまた複雑

に進行している O 世界資本主義の全般的危機が深まる中で日本もまたその部外で必りえなかっ

た。そして，その一環としての地域問題は，園内にあっては農村における寄生地主制と内田植

民政策，国外にあっては帝国主義的侵略という内容で発現したが，その危機の構造は，地主総

の危機と資本主義の全般的危機との霊殿構造をなしていた点が特徴的である O その意味では戦

前日本の地域問題はきわめて異質の性格をもっていたといえる。それは資本による渡接的な地

域支配ではなく地主制を介在して顕在化したからにほかならなし、。戦後，地主総の解体を契機

に，独占資本本位の地域開発政策がストレートに強行され，そのことによって地域問題はいっ

そう激化するのである。そして，地域問題が短期間に激しく噴出する中で，地域住民がみずか

らの生活問題として地域問題をとり上げ，生活要求をかかげて運動する，とし、う傾向も強くな

る。したがってこのような危機の深まりの中で実施される地域政策がきわめて広範な領域に

亘って進むこともきわだった特徴をなしてし、る。つまり，地域政策は単なる経済政策としてで

はなく，科学・技術，資源・エネルギー問題をはじめとして教育，文化，イデオ口ギーなど広

範な領域に亘って展開されることになるO このような政策体系自体の多国性が特徴をなしてい

る。

第 4に，地域問題との関連における地域政策のいま一つの特徴は，政策の実施主体をめぐっ

てあらわれる O すなわち，地域問題に対応する地域政策は，文字通り地域に却した政策でめる

から，たとえその大綱を国家が策定するとしても，その地域に即した具体化，とりわけその施

策の実施にあたっては地方自治体(その構造，性格，役割などは各国によって異るが〕が関与

することが不可欠である。し、し、かえれば，地域政策は，その政策としての性格上，間家(中央

政府〉だけで完遂することができなL、。ところが地方自治体は，それ自体二面的性格を持って

いる。一方では，国家権力に対し政策遂行にかかわる末端機関として位置づけられているが，し

かし，他方では，地方自治体は，具体的制度のあり方の如何にかかわらず，住誌の自治機関と

しての役割jを担っており，住民の意主主と要求にもとづいた立案，執行が求められるomこの場

合，そのニ面的性格のいずれがより強くあらわれるかということは，基本的には，国家権力と

住民自治の蓄積とを中軸とする双方の力関係とそれを律する諸条件によって決まることであり，

そのような相対的関係自体が可変的である。しかし，いずれにしても，国家(中央政府〉から

みて，地域政策が自らの直接的な権限の及ぶ範閤だけでは完遂できない，ということ，また，

地域住民の側からみて，資本主義の枠内においてではあれ，一定の改良，変革の余地を残して

いる，ということは，国家独占資本主義の政策体系の中でも独自な性格を反映しているO そし

て，このような性格を有する地域政策が出家独占資本主義の政策体系のゆでますます重きをな

す，ということは，資本主義の全般的危機の政治危機としての側面に直結し，それ故に地方自

治について，これを強化・発展させようとする地域住民の側からの方向と，これを抑・制限

しようとする国家独占資本主義の志向する方向とがし、っそう激しい対抗関係に立つことになる

のであるO

さらにつけ加えるならば，のちにひき続いてのベる現段階の地域問題の内実のどれをとって

みても，それは現代資本主義の下で，独占資本が政策主体であるかぎり，ますます深刻化して

いること，そしてその根本的解決はもちろんのこと，部分的改良の展望すら独占資本自体がほ

とんど見失っている(ないしは放棄している〉ということ，などの仁村こ地域問題が資本主義の
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体鋭的危機の主要な側商の一つであることが示されているといえる O この点が分析視角として

もふまえておかなければならない重要な内容の一つである。

(2) 生産力の不均等発展の激化とその変質

生産力の不均等発展が資本主義に関有の経済法則で、あることはレ…ニンによってより明確に

位置づけられた。このことをふまえてさらに解明されなければならないのは，この法員。性が現

代資本主義のもとでどのような発現形態をとるか，また，小論が複接の課題としている地域問

題との関連において，とりわけ生産力・経済の地域的不均等発展としてどのように発現するか，

という点にあるO その内実については節を改めて言及することとし，ここでは地域問題の分折

視角として整理しておきたいと思う。

地域問題の経済的基礎を明かにするうえで生産力の不均等発展の法刻を基軸にすえた代表的

でしかも先駆的見解としては島恭彦氏の論稿をあげることができょう 020〉両氏は経済の地域的

不均等発展の内容として，生産諸カの地域的不均等と資本・所得分布の地域的不均等に大別

し，さらにそれを基礎として地域間の支配・従属関係を指捕している。その基軸になるのは資

本の地域的集積・集中と外延的拡大の二側面を有する資本の空間的運動であるとする。提来，

地域問題について，都市と農村の対立という古典的規定の枠内で議論されていたのに対し，島

氏が，経済の不均等発展を立論の基礎にすえたことにより，とくに地域開発の経済的本質が鮮

明になったといえる。そして，この視角は，地域問題を解明するうえで不可欠であり，今後も

継承されなければならなし、。もっとも，中村階治郎氏が指摘するように，地域経済法郎と地域

開発政策とを直接に結びつけることは，批判的視角としては有効であっても地域問題を克服す

る方策や展望を探求するうえでは不十分さを免れないといえようが 21)このことが地域問題を

解明する際の基本視角としての意義をいささかも低めるものでないことはいうまでもなし、。

そこで，経済の地域的不均等発展を視点としてすえるにあたってはすくなくとも次の諸点に

ついて深めておかなければならなL、。まず，第 Hこ，不均等発展は，生産力の不均等発展とし

て発現し，このことが基礎となって，資本，所得など経済的関係における不均等を生ずるとい

うことである O この場合，生産力の不均等発展は，大局的には生産財生産部門と消費財生産部

門との開において，さらに農工間においてあらわれ，それが地域的不均等発展として現象す

るO このような生産力の不均等発展は，基本的には生産諸部門間の資本の有機的構成の差異を

基礎にその労働生産力のちがし、として現象するけれども，さらに生産力の内実について広く把

握する必婆がある。つまり，生産諸力の社会的総体に注目して，生産総量(その留内自給率な

ど)，生渡部門別構成，生産手段と労働力との対応関係， なども生産力の内実として重要な意

義を有しでいる O 第2に，現代資本主義のもとにおける生産力の不均等発展は，かならずしも

生産力の部門間の格差拡大，とし、う形だけをとるとはかぎらなし、。とくに現局隠のようにいわ

ゆる「低成長」期になると，たとえば，一方における工業の低成長，他方における農業総生産

の増大，とし、う事態のもとで見かけのうえでは農工間の格差は拡大せずときには縮小する場合

さえ超りうるO げんに，このような事態をとらえて，いまや農工関の不均等発展は貫徹しなく

なった，とする見解もみられるが，これは農工関の生産力を量的，皮相的に把握することによ

る誤った見解であるといえる 022〉工業と農業の生産力構造，および両者の関係を重視するなら

ばさらに次の諸点が注目される。工業においては生産諸部門の不均等発展は一段と顕著であり，

公害の発生，工業製品〈とくに消費財〉の費的悪化(食品公答など)，など生産力発農の歪曲

された現象がみられる O また，労働災答 1職業病」の増大，など生産力の主体的契機である
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労働力をめぐる諸問題も生産力の正常な発震を妨げ、ている。農業の場合には，地力問題，生態

系の破壊，農業生産にみられる分業の一面的展開，工業〈資本〕主導の農業技術開発，農薬公

，農業労働災害，など工業の強い影響のもとに農業生産力自体が歪曲された発展をよぎなく

されている O このように生産力の不均等発展を広義にしかも構造的に把握し，その内実宏明か

にする必要がある O 第 3Vこ，生産力の不均等発渓を構造的に把握するならば，それが外国市場と

関連して進行していることも重視しなければならなし、。この点は，日本における農産物の食糧

M 自絵本が急激に低下していることに端的に示されているO このことは，工業製品の輸出拡大が

閣内農業生産を圧迫し，その生産力発展を障害していることを意味している。つまり，園内に

おける生産カの不均等発展は，世界市場，生産力の不均等発展の障擦的な発現と関連して進行

しているのである O 第 4に，生産力の不均等発展は，資本主義的な再生産構造の内部的な査み

を示していると向待に，その再生産構造が労働者の生活過程からたえず自立化して拡大発展し

ようとする傾向をもっ，という点にも示されている O もっとも，再生産構造の中でもとくに消

費財生産部門は「胃の蹄Jと主として労働者の購買力(出賃金〉の制限を受けるが，しかもな

おその制限とたえず衝突しながら拡大をとげようとする。このことは，生産諸部門の構成が，

労働者の生活諸条件を充実・向上させる方向ではなしに，もっぱら工業資本にとっての市場拡

大の方向で編成されることを意味する O のちに賞間化との関連でのべるように，資本主義的な

生産力発展は，労働者の生活諸条件を充実・向上させることと矛扇し，このこと自体が不均等

発展の内突を示しているのである O

最後に，第5として，生産カの生産諸部門間および地域間の不均等発展は，当然に，資本，

労働力の配分の生産諸部門間，地域閣の不均等をもたらすと問時に，住民の所得，生活諸条件

の地域的不均等ないし地域格差をもたらす。そして，このこと自体，地域問題として検討すべ

き重婆な課題を提示しているのである O

(3) 生産・生活の社会化と社会資本

現段階の地域問題合解明するうえで，社会資本に関する分析が非常に重要な位壁を占めてい

ることはいうまでもなL、。それは，当初 (1920年代以降)，不況対策や経済計調の一環として

産業政策や地域開発を構想するための概念として用いられたが，それが公共投資や酪家による

民間投資規制を基軸とするところからその性格や役割について議論が深められた。やがて，こ

の問題は宮本憲一氏らによって体系づけられ 23) とくに現代都市問題を解明する鍵になる概念

をなしてきた，といえる。宮本氏はこの概念をマルクス経済学の立場から検討するにあたり，

社会的生産過程に着目し，その共同社会的条件として一般生産手段を社会資本の構成部分とし

て設定する。ついで，その考察の範囲を労働者階級の生活過程に拡大し，共間消費の対象とす

る共陪社会的条件としての共同消費手段を社会資本のもう一方の構成部分として設定する。こ

の概念を基礎とする分析によって現代都市問題の主要な側閣が鋭くえぐり出されたことはたし

かである024〉しかし，社会資本について経済学的範騨として厳密合期するためには，なお整理

すべき多くの論点を含んでいることはこれまでも数多く指摘されているomそれらのすべての

論点についてここで吟味することは行なわないが，とくに地域問題にかかわる論点としては，次

の諸点を今後深めてし、かなければならなし、。 (1)社会資本というかぎり，それ自体資本概念であ

号るが，実際には，質料的〈使用価値上の〉規定によって行われており，資本自体の性格規定と

しては依然として未整理のままである(がんらい，質料的規定が資本の性格規定となりうるか

どうかも含めて)0 (2)このような質料的規定であるということと関連していることであるが，
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社会資本についての従来の規定では諸施設，したがって不変資本を対象としているが，労働力

に見合う可変資本部分については欠落している O 社会資本の投資の大部分が不変資本であるこ

とはたしかで必るが， ¥， 、かなる場合であっても可変資本を完全に欠落した投資はありえなL、。

むしろ，このことは，のちに指摘する公務労働とも深くかかわることであり，当然，可変資本部

分も社会資本に含めることが必要である 0
26

) (3)社会資本について，その資本範障としての内実

目するならば，その性格規定があらためて関われることになる O これまで個別資本と関連

しつつこれと佐別される資本範時としては国家資本が検討の対象となっている。国家資本自体

についてその範博規定が確定しているわけで、はないが，それ自体独立のー資本として，私的資

本と同様に社会的総資本を構成し，同時にそれが国家権力を媒介とすることによって，私的資本

に従属する，とし、う性格を有するとすれば 27) そのような国家資本は社会資本とどのうな関連

を有するか。さらに深められなけければならない課題である28)0 (4)社会資本は，一般生産手段

とともに共同消費手段に対する投資も含んでいるが，この点については，さらに解明すべき課

題も多L、。共同消費手段と L、う場合，それはし、かなる意味において共間消費であるか。このこ

と自体検討すべき論点を含んでいる 29)。この場合，共河消費を概念的に明かにするためには，

生活の社会化が，生産の社会化を基礎としつつどのように進行しているか，そして，それにと

もなう共同消費手段に対する資本投下は，どのような性格をもっているか，が解明されなけれ

ばならなL、。この論点にかかわって，岩田正美氏が家計支出構造に立ち入って実証的分析を行

ない，消費過程の社会化宅どめぐる対抗関係を明らかにしていることは示唆的である 030〉さらに，

この論点は，賃金問題とも関連し，いわゆる間接賃金としてどのように性格づけるべきか，と

いうことにも結びついている31)。

このように社会資本については，なお深めるべき多くの論点を残しているが，最も重要なこ

とは，レーニンが重視した生産，労働の社会化が現段階においてどのような内突を示している

のか，を解明するうえで社会資本は鍵となる概念であり，またそれとの関連において生活の社

会化の実態と性格を明かにするうえでも欠かせないということであるO その意味では理論的整

序とともに社会資本についての実証的分折:が不可欠である 032}

(4) 公害・環境開題の現段階

公害・環境問題は，それ自体，現段階の地域問題の主要な内容の一つであり，さらには現代

資本主義の危機の内突をなす開題である O いうまでもなく，環境汚染や環境破壊は，すでに前

稿で指摘したように，資本主義の発展とともに不可避的に随伴してきた現象で、あり，マルクス，

エンゲノレスもこのことにはやくから着目していたのであった。さらにこの開題は， とくに 20

世紀後半に入って，世界的，地球的な現象として深刻化している。とくに，日本においでは，

1960年以降の「高度成長」政策によって急激にこの問題が噴出し，このような事態のもとで公

害反対の住民運動も急速に高揚し，地域住民運動の中でも中心課題をなしてきた。このこと

は，革新自治体の増強の中で自治体の公害規制として一定の成果をもたらし，国政のレベノしで

も公害規制がとり上げられるようになった。加えて， 1973年の「石油ショッグ J以降の長期不

況のもとで公害・環境問題が見せかけの「沈静Jとともに新たな局面に入っている，とみるこ

とができるO とくに特徴的なことは，公害規制に対する政府・財界の側からの「巻き返しjで

あり，それが主として公害規則の緩和となってあらわれている。

このような事態をふまえて，公害・環境問題を地域問題としてどのように把握し，どのよう

に性格づけるか，が関われているといえよう。以下では，公害・環境問題の研究視角として注
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目すべき論点についてふれることにする。

第 1に，公害・環境問題は，資本主義下の資本蓄積の必然的結果であり，資本は，これを促

進・深化させることはあっても，これを解決・克服する意図も能力も持たないことは明自であ

り，この問題が現代資本主義のもとで示す諸相とその基本的性格について明かにしなればなけ

らなし、。このような視点から注目しなければならないことは，次の語点である O げ)公害・環境

問題に対する予防・破壊復元などに対して資本が何ら積極的な対策を講じないままに，資本主

義的再生産の規模が拡大の一途をたどってきた結果，このことによって発生・深化する公害・

環境問題が局地的領域にとどまらず，世界的・地球的現象となりつつある。このことは，のち

にあらためでふれるように，自然と人間の簡潔体系そのものの破壊，人類の生存条件にかかわ

る問題となっていることを意味している。(ロ)このような公害・環境部題の深化は，単にその背

景としての社会的生産の規模拡大によってのみではなく，独占資本による，技術，生産手段，

土地，労働力，製品市場，などあらゆる領域による独占(ないし独自的支配〉の拡大・強化に

よってもたらされたものであり，その意味ではレーニンの指摘する帝国主義の腐朽性な示す現

象の一環としてとらえることができる O また，それゆえに資本主義の全般的危機の内突をなす

ものである083〉

第 2に，公害・環境問題の現段措的性格を以上のように把握するならば，その研究方法とし

て，次の諸点が要請されているといえよう o (イ)公害・環境問題については，これに対応した既

存の研究領域があるわけではなく，ほとんど未開拓の研究分野である。そして，その事象の性

格からすれば，この事象を対象とする研究は，総合的・学際的研究であることが求められる O

L、し、かえれば，既存の関連研究領域を基礎として，その集団・共同研究体制のもとで，その事

象の解明にふさわしい課題設定と方法が求められる o (ロ)集罰・共開研究と L、う場合，それはか

ならずしも研究者に限られるものではなL、。むしろ，公安・環境問題がそれ自体，住民の生活

問題であり，いわば手探りの状態から始められる新たな研究分野であることから，住民の参加

のもとに実践される科学運動である，ということができる O これすと科学者・研究者の立場から

いえば，さきに紹介した地域問題研究会が提起している明地域認識運動、、と問題意識において

共通することになる084〉つまり，公害・環境問題の研究じたいが科学運動(ほぼ持義で科学者

運動といわれることが多L、。それが科学者が主体となった運動とし寸意味では科学者運動とい

う表現は適切であるが，運動の主体を科学者に限ることはできない。その意味では表現上の開題

でなく運動の進め方や内容，主体の開題といえよう〉の一環をなす，といえる。付，問題の性

格上，公害・環境需題の研究は，すでに起きた事象について事後的分折にとどまることは許さ

れない。より積極的に，予知，予防，破壊回復などについての科学的解明とその実現の条件の

検討が不可欠で、ある O そして，このような見地に立っかぎり，公害・環境問題は必然、的により

積極的課題としての資源・エネルギー問題との関連が関われ，それらを含めた体系的な考察・

分折が求められる035} この点では，科学者の姿勢が厳しく関われる研究課題であって，政府・

独占資本に追従する科学者が正しく対応できる課題でないことは明らかである O 現に，

環境問題に関する研究成果は，著るしく不利な研究条件のもとにおかれているにもかかわら

ず，民主主義を擁護・発展させる立場に立った科学者の研究成果がその内容・水準において箆

佼に立っているお〉。

第3に，公害・環境開題の根本的解決について，どのように展望するか，とし、う問題であ

る。この点、については，げんに社会主義で公害・環境問題に対してどのような対策が講じられ
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いているか，ということが重要な意義をもっている O 社会主義障においては，公害・環境問題

を発生・深化さぜる根本的原閣である資本蓄積が基本的に廃絶されているため，資本主義下に

おける場合と同じようには公害・環境問題は起りえないわけであるが，反間，社会主義建設期

には，資本主義の遺産をさまざまな形態と内容で受げついでいること，このこととの関連にお

いて生産力の不均等発展〈これは公害、環境問題を発生させる主要な原因の一つである〉につ

いても，意識的・計画的に克服すべき課題となっていること，などが指摘できる。つまり，社

においては，公害・環境問題を発生させる原由が根絶しているということではなく，

これを意識的・計画的に克服し，破壊回毎の対策をとりうる，という点が，資本主義悶と根本

的に異っているO また，げんに社会主義国においてそのような努力が払われ一定の成果をあげ

ている，とレうことに公害・環境問題についての展望をもつことができる，といえよう 057〉

以上，現段階の地域問題の主要な諸側聞について概括的にのベてきたのであるが，次に，こ

れらの絡互関連，その背後を貫く法則性，諸傾向について検討しなければならなし、。金困化に

ついての諸問題は，その意味において地域問題を解明するうえでは欠かせない課題であるO

く詮〉

1)三金総の批判的検討は数多いがさしあたり，次の言苦言言穣が示唆的である。

森波悠一郎「三金総と『定住構想~J (自治体問題研究所編『池滅と自治体』第 8祭， 1978年，所収〉

!司 rw三金総』と定住構想ーーその意図と問題点J (全幾協労連『労幾のなかま~， 1978年 1月号

所収〉

2)この点については鈴木文書事氏から多くの教示を受け，また河氏から提供された資料に負うところが大き

L 、。

3)たとえば「学際討論，諸科学と経済学，総合的科学をめざしてJ(W経済~ 1979年5月号，新臼本出版社)，

この討論の参加者は秋問 実， ~喜 復義吉原将平の各氏である。

4)宮本憲一「地減論の構成と方法J(自治体問題研究所綴『地域自治体』第 2祭， 1975年，所収〉

5)布S電鉄治，小林 甫「現段階における地域社会研究・序説J(地域社会研究会編『地域社会研究の現段階

的課題~ 1979年，時溺社，所収)

6)布施・小林部掲論文 81ページ

7) 向上 82ページ

8) 向上 84ページ

9)この研究会は北海道立総合経済研究所内の有志による研究会である。その設立経過，研究活動の内容など

については，地域問題研究会「地域潟題研究の課題と方法J (日本科学者会議室『日本の科学者~， 1979年3
月号，所収〉を参照されたい。

10) 向上 30ページ

11)前掲，布施・小林論文 75ページ

12) 同上 75ページ

13)資本主義の全般的危機についての研究成果は多いが総括な論述としては，島 恭彦・宇高議事車・大橋隆慾

・守主佐きを誠次郎編集『新マノレタス経済学講康 3 ，帝国主義と現代~， 1972年，有斐閣，を参照されたい。

14) W大月経済学辞典~， 1979年，大JH書j古，の「資本主義の全般的危機J(古川哲執筆〉の項を参照されたい0

15) その概要については ~ll Al定市「白木資本主義の存生産構造と差是業J (JI/村 琢・湯沢荻編 F現代農業の市

場問題~ 1976年，北海遊大学閣議刊行会，所収〉を参照されたい。

16) 山崎不二夫・森波健一郎編『現代日本の都市スプ口ーノレ問題(上)~， 1978年，大月謬!百， 16~17ページ
17)島 恭彦『地域の政治と経済~， 1976年，自治体研究社，王者氏はこの中で「地域開発の現代的窓義一一投資

戦略としての地域開発…ー」について展開しているが，この論文が最初に発表されたのは 1963年 (W思怒』

9月号〉であり， 60年代以降の日本の地域開発政策の本質をついたものであった。

18)その代表例はつぎのようなものである。

Rostow， W. W.: The Stages of Economic Growth - A Non-Communist Manifesto - 19ω， 
木村健康・久保まち子・村上泰亮訳『経液成長の諸段階~， 1961年， ダイヤモンド役。

Myrdal， G.: Economic Theory and Under-Developed Regions， 1957， 小原敬土訳『経草寺理論と

低開発地域~ 1957年，東洋経済新報社。

19)このことに関する問題提起については，次の論文を参照されたい9
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~LJæÆ T11 r:現代資本主義と『過疎1IJ(北海道経済研究所一『北海道における過疎開題11，1972年，所収) 8 
.一

Jへ¥一、シシ:/ 〆

20)お 恭B:r独占段階における地方経済の不均等と財政の役割J(王寺 恭彦『現代地方財政論11，1951，有斐

持号， 所収〉

悶 「地主主開発の現代的意義一一投資戦略としての地域開発J(W怒、想11，1963年 9月号，所i奴〕

21)中村剛治郎「地域経済・地域問題・ 1也減開発J(W現代と怒想1131号， 1978年，青木議J;5，所収〉

22) このことの詳細な分析については弁聖子隊一『現代資本主義と君主業問題11， 1975年， 大月塁塁f古，を参照され

た L、。

23)役会資本について， 日本ではじめて体系的考察が行われたのは宮本慾一氏の次の懇である。

宮本慾--W社会資本論11，1967年，改訂版1976年，お斐~J。その後の社会資本るめぐる議論は， この警の問

題提起を中心に行われたといっても過ぎではない。

24)郁子行問題研究における宮本氏の研究の佼佼づけについては，岩城32之・ i酒井滋友 rif昔前研究の疑問と現役

F詩的課題J (地域社会研究会綴『池滅社会研究の現段階的潔題11，1979年，時潮社，所収)98~99 ページを
参照されたL、。

25)社会資本宥めぐる議論については，次の論文を参照されたL、。

北沢Z専務・ 4中国筋道 rw社会資本』概念の基礎的検討J(W経済11，新日本的版社， 1973ff-11月号，所収〉

竹内線機 r:t:士会資本における『生産援盤』と『生活基盤』との対立J(向上， 1974年 6月号，所収〕

遠藤 晃 rw社会資本』概念の検討祝角J (1湾l:， 1974生存型月号，所紋〉

~tín啓明・仲間続遂げ社会資本』研究の発展方向①~④J (向上， 1975年 8，9月号， 1976年 3，4月号，

所収〉

26)社会資本に可変資本部分を加味すべきだという点、については，すでに次の論文で擬機した。

山田定子打「地場産業と地域開発J (日本科学者会議『お本の科学者J]， 1977年 1月号所収〉

27)悶家資本の性格規定については小谷務次編 F悶家資本の理論J]， 1974年，大月謬!苫，とくにその中での小

谷論文きと参照、さわしたい。

28)社会資本と悶家資本との関係については，鳥浄秀典氏カt，jf号:者の共通的性格を生漆手段のE資家的役格に求

め， したがって公的資本としてまとめると何時に，さらに荷者のち7'>'l 、を労働力に求め役会資本が私的労働

カであるのに対 L，~雪量定資本は労働もまた悶家的であるとする。前掲欝，第 1 章，国家資本といわゆる社会

資本，を参照されたL、。しかしこの区分は，かならずしも十全の規Aとはなりえない。

29)たとえば，矢田俊文氏によれば「共伺浴室苦手段」という概念自体非科寺史的な新認であるという。山崎不;一

失 ';t集沌健一郎他縞 n晃代日本の都市スプローノレ問題(上)11，1978年，大月謬!苫， 73~75ページ。しかし，
このように批判するだけでは問題は深まらな L、。

30) 者回 IE美「消費過程の f社会イはと家~t支出構造J (大双子存立大学生活科学部紀要，第 25宅金， 1977年，所

収〕

31)遠藤 晃「労働力再生歳過程における共同消授の社会的役格についてJ(自治体問題研究所綴『地域と自

治体 311 1976年。自治体研究社，所収〉

32) この点では事壊滅健一郎氏の次の読者織は，今後の地域問題研究にとって重奏な意義をもっているといえよ

う。

薬草沌健一郎「公共投資の地域動向J(W経済111974年11月号，新日本出版社，所収〉

33)公雲寺・環境問題を資本主義の機造的矛腐として切かにしている点では，コ:号事晃氏の指機l土重要である。

工藤 発『日本経済と環境問題11，1976年，大月審庖，参照。

34)前控3.地域問題研究会「池域問題研究の課題と方法」を参照されたL、。

35) この点では研究者の研究姿勢が厳しく関われているわけであって，たとえば政府・独占資本の立場に立ち

あるいはそれを擁護する見地からは，公害・環境問題，資源エネノレギー問題についての真に科学的な認識と

展望をもつことは事実上不可能に近L、。その窓味では階級的役格が厳しく問われる研究課題であるといえよ

う。なお，公害・環境問題にL、かに取りくむか， ということについては，次の論文を参照されたい。山回定

m r公答・潔境問題と教育J (合同教研祭録編集委員会 W'76北海道の教育11，1977年，所収〉

3時〉たとえば， 白木科学者会議を中心とする公警環境問怒の研究については，すでに各地域，それぞれの課題

ごとにシンポジウムなどを通して明かにされ，社会的にも少からぬ主主献をしている。そのーま誌は，日本科学者

会議主催の総合学術研究集会(第 1悶， 1976年，第 2@l， 1978年〉の予稿集にも集録されている。また，原

子力発電問題についての先見的研究としては，次のような成果も公表されている。日本科学者会議北海滋支

部『どうする北海道の原子力一一袋内地区原子力発驚所問題を中心に…一J]， 1979年。また原子力発電所の

設授が地域社会に与える景空軍事についての社会科学的研究としては，共和・ 1白原発・差是業影
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採決〉第18条は次のような条文となっている。 Iソ逮郊においては，現夜および未来の世代のために，土地

と地下資源，水資源，動物界と核物界の[来滋と科学的哀づけをもっ合理的な利用のため，大気と水の汚染防

止，天然資源の干写生産の保隊，人聞をとりまく環境の改替のため必要な姶授がとられる」。 なお， ソ速にお

ける公害対策については， 日ソ協会『ソ速の公害対策1I. W統ソ遠の公言害対策1I1971与を参照されたL、。

V 現代資本主義下の賞閤化と地域問題

1 . 資本蓄積法剤と労働者階級の貧閤化

労働者の賞罰化(窮乏化と陪義に理解する〉について考察するにあたってその出発点となる

のは，マルクスが資本主義的蓄積の絶対的・一般的法則に関連して指摘した「貧国，労働苦，奴

隷状態，無知，粗暴，道徳的堕落の蓄積Jllおよび「貧間，抑，隷属，堕寵，搾取はまずま

ず増大してゆく J2)の内容である。この指摘に集約される笠間化法聞は， (1)それが資本蓄積法測

のもとで不可避的に貫徹するところの労働者階級(より広義には被搾取・勤労諸階層〕の状態に

ついての法則であること， (2)それは，直接的には，労働者階級の緩済的な生活状態(労働条件

も含む〉の悪化であるが， (3)さらに労働者階級の状態の全体(したがって精神的状態も含む〉

の悪化を意味している，といえる。そして，これまでの貧困化についての議論は，労働者階級

の会困化の内実について，とくに生活状態の悪化について，それが何を基準とする，侭に対詑

しての悪化であるか，ということの論証をめぐって行われてきた3)。 この貧困化をめぐる論争

は，資本主義論争の中でも資本主義的搾取制度の根幹にかかわる基本問題として繰りひろげら

れ，マルクス経済学とブルジョア経済学，近代経済学との鋭い対立点の一つをなしてきた。

長い期間と多岐にわたるこの論争の過程で，論証すべき難関が解明し尽さわしたとはいえない

が，最近における高橋秀盛氏の論稿は，これまでの貧困化論の成果のうえに立った今日の持点

における一つの到達点を示し，今後さらに発展させるべき多くの示唆とそのよりどころを示す

ものである，とみることができる幻。

高橋氏は，マルクスによって解明された貧困化法則は，労働者階級のあらゆる貧困が資本主

義的生産諸関係から導き出され，資本主義的議震の結果にほかならず，したがって，労働者階

級の食間を，純粋に社会的=歴史的なものとして把握することが，その解明の慕本祝点となら

なければならないこと 5) そして，貧国化は，労働者階級の状態の悪化，であり，それは「以

前に比べての悪化」でなければならないが，さらにそれは，多くの論者がとらわれたところの

In支援に過去のそれと比較する方法」によることは誤りであること，~明かにした。そして，

高橋氏が積極的に提示する会困化=絶対的金問化とは，およそ次の表現に集約されるO

「資本主義のもとでの生産力発展は，資本の運動のさまざまな契機を媒介として労働者階級

の欲望や享楽を拡大し，それを充足する使用価値量を増加させることによって彼らの生活条件

を r改善』しはするがそれが，ひたすらより大きな科滞追求を規定的動機とする運動の結果に

すぎないかぎり，決して生産力の発燥に照応しなし、。従って，可能的な生活語条件と現実の生

活諸条件との格差は増大する O この格差の増大こそ 11以前に比べての悪化』すなわも絶対的

合間イヒにほかならないJ6) として貧国化の内突を明かにするO もともと構造的・質的な貧困化

の内突を一元的に示すことじたい多くの髄約と困難を伴うことであるが，高橋氏の論述は，貧

困化法則そのものの社会的=歴史的把握としてはきわめて明快であり，この論述によって，こ

れまで容易に解明できなかった難問=労働者階級の現実の生活状態が上昇し改善される中にあ

っても絶対的貧菌化は進行する p ということが論証され，このことを通して p 既住の貧困化論
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のいくつかの見解，たとえば I実質賃金低下説j， 1生活水準低下説j， 1労働力の価値以下

への賃金の低下説」などについてはこれを克服する手がかりが与えられた，とみることができ

ょう。高橋氏の論証のすぐれた点は，何よりも貧困化を資本蓄積法則との関連で必然、的・対抗

的法則として把握し，その限りで資本主義的搾取関係に直接手をふれない，ないしそれを酸味

にする修正主義的・妥協的質問化論を克服し，さらに，労働者階級の階級闘争との関連におけ

る貧困化の歴史的意義を，資本主義発援における進歩的側面の一つ=生産力の発展，との関連

で経済法則として明かにした点にある O 高橋氏は愛国化の最も基底的な内実ノを経済法則として

明かにしたのであるが，しかし，労働者階級の賞極化は経済的笠間化を基本としつつも，それ

にとどまるものでないことは，食器化に関するマルクスの論述からも明かであるO 高橋氏の提

示した論点をさらに発展させなければならない理由もこの点にある O

さらに，労働者踏級の貧困化と生産・労働の社会化を統一的に把握することは，地域問題を

解明するうえで欠かすことのできない視角であるが，両者の関連は貧国化の正しい把握によっ

て可能となることであり，その意、味でも高橋氏の提示した論点は，貧困化論としてすぐれてい

るばかりでなく，両者の関連について明かにするうえで発展できる論点である，ということが

で、きる。

このような観点から，まず，第 1に，高橋氏が提示した労働者階級の貧困化の内実=可能的な

一般的生活諸条件の水準と現実の生活諸条件の水準との格差拡大，についてその意義をさらに

明かにすることが求められる O この場合，笠間化が，まさしく絶対的金問化であるためには，

単に格差が存在するというだけでは不十分であり，その格差が以前に比べてますます増大する

ことが論証されなければならなL、。このような意、味における絶対的質問化が進むことの必然

性，さらにその内的メカニズムは，マルクスが r資本論』の中で明かにした相対的剰余価値生

産に求めることができるO すなわち，労働生産力の発展にともなう相対的剰余価億生産は，資

本による労働力の実質的包摂のもとで労働搾取率を 高める過程として進行する。すなわ

ち，労働生産力の発展=労働搾取率の上昇，ということの中に，労働者階級の貧閤化が不可逆

的に，しかも絶対的貧困化として以前に対比して労働者階級の状態が悪化する，と L、う内突で

進行することの歴史的基礎が存在するといわなければならなL、。いうまでもなく，労働者階級

の貧困化の経済的基礎は，直接的には，剰余価値 (M)の増大にあり，その増大にともなって

それだけ労働者階級の生活諸条件が悪化することになる O その意味では，資本家階級に帰属す

るMを全弱的に奪還することが，食間化の廃絶を可能とする O しかし，貧由化は，価値の社会

的配分をめぐってのみ進行するのではなく，より広い領域と内容にわたって進行する O

すなわち，それは，まず労働生産力が社会的には資本の生産力として実現する，とし、う生産

力の資本主義的性格によって労働者階級の状態を一層悪化させる，という内容においても進む

のである。この場合，労働者階級の状態の悪化の内実として，労働者の多面的な発達の可能性

の姐害に注目しなければならなし、。この点にかかわって，マルクスは 11資本論』の中で次の

ようにのべている O マニュブァグチュプ的分業は，労働者を一面的な特殊機能にしか役立たな

い者にし，奇形化するが，機械制大工業，工場制度が確立した段階では，そのような部分労働

者にかかわって，さまざまな社会的機能を自分の活動様式としてかわるがわる行ないうるよう

な全面的に発達した儲人が求められる。つまり， 1大工業の本性は，労働の転換，機能の流動，

労働者の全面的可動性を必然的にするj7)。しかし，1他面で、は，大工業で，その資本主義的形態

において，下言い分業をその骨イじした分枝をつけたままで再生産するJo7
)かくして， 1大工業は，
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いろいろな労働の転換，したがってまた労働者のできるだけの多菌性を一般的な社会的生産法

則として承認し，この法則の正常な実現に諸関係を適合さぜることを，大工業の破局そのもの

をつうじて，生死の問題にする。J9) 機械館大工業は，労働者の多罰的な発達の可能性を条件

として作り出すという点で，それに先だっ技術段階(手工業およびマニュファクチェア〉と歴

史的に区別されるが，資本主義のもとでは，その可能性が現実化することが阻止され，部分労

働者としての歪曲された発達を強いる機械労働への隷属，資本家への労i勤者の従属，を強い

る。また I労f勤時間を短縮するための最も強力な手段が，労勤者とその家族との全生活時間

を資本の{図鑑増殖に利用できる労働時間に変えてしまうための最も確実な手段に一変する。J10
)

このように労働者の多面的な発達の可能性(その技術・生産力的基礎は機械部大工業〉と現実

の労働者の状態のちがし、を食間化の内実として認識することができる 011〉このような論点が高

橋氏の提示した，生産力水準(可能的な一般的生活諸条件の水準〉と現実の生活諸条件の水準と

の対比ということの中に含まれる，とするには無理がある。というのは，ここで問題にしてい

ることは，直接に経済的な問題(労働力の掲冶であるという点で〕であると同時に，さらに資

本蓄積法則と L、うそれじたいとしては経済法則が現実の資本主義社会で貫徹する中で，労働者

階級の貧閤化が， 労働者の全生活過程 (したがって遮按に経済的な過程だけでなしう にわた

って，精神・文化的内容にまで、わたって進行する，ということとして発現することを指してい

る。もちろん，労働者の多面的な発達の可能性が，単に社会的生産力にだけ条件づけられるも

のでないことはいうまでもないが，しかもなお，マニュファクチュアから機械匁!大工業への技

術・生産力の発展によってはじめて労働者の多面的な発達の可能性が条件づけられ，しかも，

それが現実に資本主義社会で妨げられ苔定される，ということの中に，社会的生産力水準との

関連における労働者階級の賞間化の内実合把握することができるのである。12)

第 2に，このような視点に立ち，さらに上記の論点にかかわって，生産力についてより立ち

いった考察が必要で、ある O 高橋氏の中では，生産力が可能的な一般的生活諸条件として位農づ

けられ，それ自体実体的に把握されているけれども，この場合，さらに次の諸点が深めるべき課

題となろう O すなわち.(1)生産力と生産関係の相互規定的関係に着目した場合，高橋氏のいう

生産力水準(可能的な一般的な生活諸条件〉は，一方で資本主義下の現実的生産力水準である

と問時に，他方では，生活諸条件としては資本主義的搾取関係を否定したうえではじめて実現

することになり，この両者の関連をさらに整理し深めることが必要である。このことはさらに

技術と生産力との関係にもかかわっているo (2)生産力の主体的契機である労働力に着目した場

合，労働者階級の貧国化は，労働力の陶治に影響を及ぼし労働力の質的悪化(かならずしも過

去の状態に比較しての悪化ではない〉をもたらし，そのことを通して の発展に影響を

及ぼすことになる(それがただちに生産力の停滞や低下をもたらすとはいえないが〉。 この点

は，たとえば，資本主義的搾取関係が廃絶されて，高橋氏のし、う可能的な一般的な生活諸条件

の水準を実現し，労働者の多面的な発達の可能性が保証された場合，生産力が一層発展するで

あろうことは窃かであり，そのこととの対比でも理解できるところである o (3)生産力をより具

体的・現実的に把握するならば，単に量的な生産力水準としてではなく生産力構造として把握

することが必要で、ある。この場合，生産力様造は資本主義令的生産関係との関連で内部的矛属や

査みせと生ずる O 逆に資本主義的生産関係が廃絶されれば，そのような矛属や歪みは是正され

るO それは基本的には生産力の社会的統制が可能となるからであるが，さらにその背後では，

生産力の発展が人間と自然、との物質代謝過程を貫く自然法刻に却して合法則的であるか否か，
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が関われることになる O 資本主義のもとにおける生産力の発展は，マルクスが指摘したように，

土地(自然〉との物質代謝を撹乱し，生産力の担い手である労働者(および農民〉の労働力と

しての力能を荒廃させる O つまり，がんらし、自然の物箕代謝過程として均衡のとれた発展を求

められる生産活動が，資本主義的生産であるが故に，その均衡状態を実現することができず，

むしろ自然破壊(自然存在としての人間の破壊も含めて〉を激化する O 資本主義社会における

生産力水準に関してはこの点を軽視することができないのである O このような視点合提起する

のは，資源・エネルギー問題，公害・環境問題などを地域問題の一環として重視しているから

にほかならない。

第 3に，以上の諸点をふまえて，貧国化の問題について，さらに総括的にまとめるならば，

次のように要約することができょう O 労働者階級(およびその他の被搾取・勤労諸階層〉の食

間化は，資本蓄積法則の貫徹の対極においてあらわれる資本主義社会に関手ぎなしかも必然、的な

撞史法制である O したがって，それは，何よりも労働者階級の状態の経済的悪化としてあらわ

れるO この点について，高橋氏はこれまでの貧困化論争にもとづく諸成果を正しく批判・継承

する中ですぐれたフレームワークを提示したといえる。これにひきつぐ課題は，大別して二つ

の点に集約される。その一つは，がんらい経済的悪化にとどまらず広範な領域にわたる貧困化

を，経済的貧困化を議礎にして，いかにその考察の領域を拡大し，それらを統一的に把彊する

か，ということである。この点では，すでに指摘したように，労働者措級(およびその他の被

搾取・勤労諸階層〉の多面的発達の内実をいかに深めるかということである O いま一つ，これ

まで，経済学の領域においても十分深めることのなかった労働者階級〔およびその他の被搾取・

勤労諸階層〉の生活過程についての構造的な分折が不可欠となる O この場合，労働者階級(お

よびその他の被搾取・勤労諸階層〉について単に経済的側面にかぎらず，その生活の全過程を

総合的に分折ずることがまず求められる O さらに，その現段賠的性格を鮮明にするためには，

資本主義の発展の際史をふまえた分折もきわめて重要である O このこと自体，精織な実証分析

であることを求められるのであり，さらにそれが食部化をめぐる盟論的研究と統一されること

が必要とされているが，このことはまだ十分に果されていな L、。この中で，質問化ないし貧国

問題の実証的研究としては，とくに江口英一氏を中心とする研究クソレーブの都市賛鴎隠の研

究に学ぶ点が多く，これらを全階層に及ぶ研究として深めることが求められているといえよ

うom

2. 貧国{とと地域問題

すでに前項で明かにしたように，労働者階級の質開化は，資本家による資本の蓄積，富の蓄

積に対する不可欠の対極として進行し，さらにその内実は，労働者賠級の経済的状態の悪化を

基底としつつ，労働者の金生活過程に及び広範な内容で発現する。そして貴闘化は，不可分に

地域問題に結びついている。

貧困化を，そのより具体的な発現形態において，地域問題との関連において把握する擦には，

前項で指摘した内容をふまえてさらに歴史的諸条件を加味した考察を欠かすことができなし、。

このような観点から次の諸点につレて検討を加える必要があろう。

第 uこ，すでに小論〔前号掲載〉でのべたように，地域問題の基本課題は，マルグス，エン

ゲノレスの指摘のごとく，都市と農村の分離に求められ，その過程で，農業と工業の分離を基礎

とする農業労撤と工業労織の分離，肉体的(物質的〉労働と精神労働の分離，などをもたらし，
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さらにそれらの対立を深めるO また，これらのことを基礎にして，都市には，資本，労働力そ

して寓が集中し，これとは逆に農村ではこの反対の事実，隔離と孤立がゑらわれるO このこと

は都市，農村のそれぞれの住民に郎してみるならば，とりわけ農村住民(主として農民〉の賞

罰化がより激しく進行することを意味している O しかし，このことは，逆に都市の農村に対す

る優位性をど浮きぼりにするとともに，さらに事態は進む。都市と幾村の分離・対立が，一方に

おける都市問題，他方における隔離，孤立(今日いわれるところの過疎開題〉を一層深刻にす

ると詞時に，総体;として被搾取・勤労諸措層の食間化をおし進める。都市と農村の分離・対立

がそれぞれの地域(ここでは都市と農村〉における被搾取・勤労諸階層の賞罰化を深める条件

になっているのである O このことをし市、かえるならば，都市と農村の分離・対立の廃絶(それ

は政治的変革なしには不可能であるが〉は，労働者階級をはじめとする被搾取・勤労諸摺震の

賞閤化の主要な条件の一つを取り除くことを意味する。

第2に，地域問題の根鼠には，レーニンが指摘したように，資本主義下の生産力の不均等発

展の法却が貫いているが， このことと住民の会閤化との関連が関われなければならなし、。

財生産部門と消費財生産部門とのi笥，農業と工業，さらに生産諸部門陪に貫く生産力の不均等

発展は，とりもなおさず，それぞれの地域に立地する生産諸部門間の不均等発展としても発現

する O この点、では第 1に指摘した都市と農村の分離・対立は，生産力の不均等発践を基礎とし

ている，ということができるI幻。そして，このことを基礎にして地域経済(投下資本，所得な

ど〕の不均等発展が顕在化し，ひいてはそれが住民の貧困化を促す条件として作用する O

また，生産力の不均等発展の法関が現実に貫徹するということは，単に地域経済，住民の生

活諸条件に不均等をもたらすだけにとどまらなし、。資本主義社会に間有な経済法郎としての生

産力の不均等発展は，さきに前項で指摘した生産活動の本来的な性格，自然界の物質代謝過緩

の一環としての生産活動が，資本主義的生産関係のもとで撹乱されるところの内突を示してい

る。すなわち，たとえば生産力の不均等発展の基本指標ともいうべき生産財生産部門と消費財

生産部門との不均等発援は，それじたい資本主義の再生産構造の素材的補撲の歪曲を示すと同

時に，そのような不均等をともなう生産力発展が自然界の物質代謝過程を撹乱し破壊してい

る， という傾向も否定することができなL、。 このことを地域問題に即していうならば，生産

力の不均等発展が地域的に発現するなかで，それが単に地域経済，住民の生活諸条件の不均

等をもたらし相対的に不利な地域の住民の貧困化を一層促進するというだけでなく，同時に，

不均等発展にともなう自然的(物質代謝過程〉・経済的(再生産構造)均衡破壊が，総体として

労働者階級(およびすべての被搾取・勤労諸措層)の賞間化をおし進めることになるのであ

るO

さらに，重視しなければならないことは，資本主義が独占資本主義の段階に入ると，レーニ

ンがその著 r帝国主義論』で明かにし，すで、に小論においても地域問題の基本視角として磯認

したように，生産力の不均等発展の法刻は，単に生産諸部門間に貫徹するだけでなく，実質的

には，独占体の支配する生産部門と非独占的資本が主軸となっている生産部門との間において

も不均等発展が貫くのであるO い¥，、かえれば，独占体の支配的な生産部門の生産力が非独占的

資本の支配的な生産部門に対して優位性に立つことは否めない傾向である O このことを地域問

題との関連でいえば，独占体の支配する生陸部門は大勢において大都市に集中する。このこと

は，都市と農村の対立，前者の後者に対する支配・従属の関係を明かにするうえで重要な

をもっている O
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さらに地域住民の生活諸条件に直接かかわる産業の問題として，地域産業ないし地場産業の

もつ意味は重要である。地域産業ないし地場産業の内容についてはのちにあらためて考察する

が，当面，地域(地場〉産業が地域住民の生活と緊密に結合し生活諸条件として基幹的な位震

にある，という点に着目するならば，生産力の不均等発展は，そのような意義をもっ地場〈地

域〉産業の発展を阻害し破壊する条件として作用する。 L九、かえれば，それぞれの地域の摩史

的諸条件に却し，住民の生活諸条件として均衡的発展を志向してきた地域(地場〉産業が，そ

の均衡的発展を歪曲ないし担止される O また，独占資本主義のもとにおいては，概して中小資

本および小商品生皮者によって担われている地域〈地場〉産業は，独占資本の支配・従属のも

とにおかれ，その存立が条件づけられている。したがって，独占資本主義段階では，地域住民

の賛圏化は，単に生産力の不均等発展の地域的発現によってだけでなく，さらにそれを基礎と

する独占資本の搾取・収奪，支配の強化によってー窟促進されているのである。

第 3に，現段階における地域問題，さらに住民諸階層の貧国化の地域的発現について考察す

るにあたって社会資本についての分析が不可欠で忘る O 社会資本をめぐる基本的論点について

はすでに指摘したが，さらに賞閤化との関連においてはすくなくとも次の諸点に注gする必要

がある。まず，社会資本のうち回定施設についてみるならば，それはすでに指摘したように，

素材的には一般生産手段と共同治費手段とからなっているといえる 15)。このうち一般生産手段

に充当される社会資本は，がんらい産業資本の蓄積部分から拠出されるべき性格のものである

が，実際にはこの部分が「公共的投資」によるため，資本はその負担の大半を免れることができ，

それだけ資本の節約が可能となる。反面，一般生産手段の充尽に際しては，独占資本によって

占められる。また，そのような独占的充飛に有利となるように，一般的生産手段についての社

会資本の投下が，地域的に著るしい不均等を生ずることになる O ところで，一般生産手段に対

する社会資本が総投下資本のやにあってどれほどの位置を占めるか，ということは生産の社会

化がどの程度進んでいるかということにかかっているけれども，これを歴史的にみれば，その

相対的比率がしだいに高くなってきていることは否定できなL、。したがって，独占資本の側か

らみれば，それだけ一般生産手段に充当される社会資本を公共的投資に転嫁する度合が高くな

ると同時に，そのような一般生産手段の独占的利用(充用〉が一層強められる。また，このよ

うな社会資本の投入と一般生産手段の立地をめぐる地域的不均等はさらに拡大されることにな

るO

社会資本のもう一方の護要な構成部分は，共同消費手段に充当される部分である。これは，

すでに指摘したように，生産の社会化合基礎としそれとの関連において進行する生活の社会化

と深くかかわっている。もちろん生活の社会化を基礎とする共陪消費手段の形成は社会資本に

よってのみ行われるわけではなく，たとえば協同組合や民間資本によっても可能であるが，こ

こではその主要な部分をしめる社会資本による共同消費手段およびこれと結合して社会的に機

能する専門的な労働力の形成山について考察するO

社会資本による共同消費手段の形成に関して，これをどのように位壁づけ性格づけるかにつ

いてはなお議論の多いところであるが，すくなくとも地域問題および住民の貧困化との関連に

おいては次の諸点に注目する必要があろう。 (1)生活の社会化を基礎としまたその内実ともいう

べき共同消費手段およびそれと結合する専門労働力の形成は，労働力の再生産費の錨値的およ

び素材的構成部分とかかわっている。その意味で社会的に規定された生活条件の一環であるO

(2)しかし，それは労働者および地域住民の歴史的，具体的な生活諸条件としての意義をもっとい
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う点では画一的な内容ではなく地域性などを含めて多様伎をもっ。 (3)共荷消費手段およびこれ

と結合する専門労働力は，それが個々の労{勤者(および住民諸階層〉家族において偲別的に

充足されている場合に比べてより効率的であり，さらに均等・公正な条件を民主的に作ること

ができる。 (4)地方，このような専門労働力の形成を資本の側からみれば，それは社会資本の節

約に結びつくのであるが，さらにこれを労働者階級〈および勤労諸階層)の負担に転嫁するこ

とによっても資本による直接の負担を著るしく軽減する。 (5)社会資本としての投入はその大半

が政府および地方自治体の公共投資によって行われるが，民間投資による場合も少なくない。

また，それらの施設の運営については民間資本が深く介入し，利潤追求が行われる 16)0 (6)社会

資本はたとえそれがどのような投資主体によって行われようと，全体として資本としての投資

効率が関われ，そのような意味において資本の論理が貫くため，概して人口密度の低い農村地

域よりは，人口の密集した都市地域の方に投資が集中する傾向を示す。

社会資本(一般生産手段，共同消費手段を関わず〉の投資が閤家による投資だけでなく地方

自治体によって，ないしはその双方によって行われる場合には，その投資の地域的な偏奇ない

し格差はさらに拡大する。というのは，地方自治体の財政力は，基本的にはそれぞれの立脚す

る地域経済の水準と構遣とによって条件づけられているからである O そして，各地方自治体の

財政力が社会資本に対する負担の震合を規制する条件となるからであるo ¥， 、L、かえれば，社会

資本投資の水準と内容は，基本的には生産力の地域的な不均等発展によって強く条件づけられ

ている，とみることができる O したがって，このことを政策の次元に立ってみるならば，社会

資本の投資配分によって意図的・計画的に地域的な不均等の是正念行なうことは可能であり，

そのことは，地方自治体を基盤としつつも，その領域を超えた閤家レベノレで、十全に行ないうる

政策的課題である，ということができる。

しかし，社会資本をめぐって現実に存在する地域的な不均等は，それが一般生産手段の場合

にはそれじたい生産力の地域的な不均等発展の反映であると同時に，このような不均等な社会

資本の配分が生産力の不均等発展をさらに拡大する条件となる O また，主として共同消費手段

に充当される部分については，地域的に不均等な投資が，地域住民の貧困化をー膚増大させる

条件となるO それは，都市と農村の分離・対立を基礎として共同消費手段に対する労働者〈お

よび勤労諸階罵〉の負担を一層拡大させる O このことは，とくに農村地域の住民にとっては，

(1)社会資本の不充足じたいが生活諸条件を悪化させ， (2)その部分を個人的に充足させる場合に

はそれだけ生活費を圧迫する， とし、う過程を通して貧困化がー眉促進されるのである。総じ

て，生産の社会化， さらにそれを基礎とする生活の社会化は， 資本主義発展の進歩的側面

の物質的な基礎をなし，同特にそのことが労働者(および勤労諸階層〉の賞罰化を促進ずる

条件となるのであるが，他面，共同消費手段の相対的増大(個別家計および社会的費用の双方

に対比して〉は，生活諸条件を平均的・全体的に引上げるための物質的条件ともなるO とくに

後者については社会資本投資および共同消費手段の運営に対する民主的統制がどれほど及ぶ

か，ということにもかかっている。そして，この点については，共同消費手段と結合して形成

される専門労働者がきわめて重要な役割を担うことになるO というのは，ここにおける専門労

働者は，それまで偲別的に家族内で行われていた労働を専門労働として社会的に自立化させた

ことにともなって，ないしは住民の生活過程における諸活動にとって欠かせない専門労働とし

て自立化させられたことにともなって形成され位軍づけられた，といえるからである。したが

って，地域を基盤として，住民とこれら専門労働者が共同的に活動する可能性をもっているの
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である。この点については，貧間化と生産・労働の社会化，生活の社会化との関連の開題とし

てさらに深める必要がある O

3. 小括一一貧由化と生産・労働および生活の社会化一一

地域問題を資本主義の階級構成を基礎とする対抗関係の中で把握する，とし、う小説の分折説

角に立つならば，労働者およびその他の勤労住民の立場からみた地域問題が，その貧困化と深

い関連をもっていることはいうまでもなし、。

そこで，まず，第 1に貧国化をどのように認識するかが基本的な課題となる C この場合，貧

困化の基本認識としては，資本蓄稜法則が貫撤する中における労働者(およびその他の勤労諸

階層〉の状態の悪化の総体をその内実としている，というのが小論における視角である O そし

て，そのような勤労諸階層の状態の悪化の中心於な内実が経済状態の悪化にあることもいうま

でもないiそして，主としてこの労働者の経済舵態化=貧菌化合めぐって多くの議論がかわさ

れてきたのであるが，小論では，その総括的考察ともいうべき高橋秀直氏の賞開化論から多く

を摂取し，その発燥させるべき諸課題の起点にすえた。それは，高橋氏の見解が，単に労働者

の経済的質問化だけでなく，その本質にもとづきつつ(したがって，理論的飛羅ないし理論と

運動論との歪離なしに〉労働者の主体形成に結びっく内在的論理を明かにしているからであ

るO いわば社会変革に結びつく積極的貧国化論ともいうべぎ論点を提示しているからであるO

しかし，変革主体の形成については高橋氏の誼接の主題ではないので同氏はほとんどふれてい

なL、。

第 2に， IJ、論が課題として提示したのは，労働者の設問化の内突を，労働者の発達可能性に

着隈しつつ，その多面的な発達可能性とその資本主義的な抑圧・歪曲・一面化との矛届・希離

としてとらえ，その技術的・生産力的基礎を機械制大工業の成立に求める， ということであ

るO その意味するところはこうである。

等しく労働者の発達の紐害・査曲といっても，それはマニュブァクチェア段階と機械制大工

業段階とでは異っており，その相異が前者から後者への移行を必然、的にする。マニュファクチ

ュア段階では，手工業段階における「よろずや的労働Jと呉り分業にもとづく協議がその技術

的特徴をなす。そして，このことが部分労働者化と資本への従属を促すけれども，ここでは労

働者の多面的な発達の可能性をうらうちする技術的・物質的条件はまだほとんど存主主しなし、。

これに対し，機械制大工業段階では，生産の社会化，それを基礎とする賃労働の広範な形成，

によって労働の転換，機能の流動，さらに労働者の多面的な発達の可能性がっくり出されると

同時に，労働者の部分労働者化，機械への詑属(このことはマニュファグチュプ段階ではな

かった〉が深化する O このような労働者の部分労働者化は，この特徴をマニュブァクチュア段

階におけるそれとの対比で示すならば， (1)労{勤者の多面的な発達が現実的可能性として存する

中での発達の阻害で怠ること， (2)それは個々の労働者については部分労働者化であり，多面的

な発達が阻害されていても，労働者階級全体としては，共同労{動，集団的陶冶を通して共通の

力能として共同で高める可能性をもち，このことが資本による部分労働者化と鋭い対抗関係を

つくり出すことになる O そして，この場合には労働者の側からは部分労働者化とは異った意味

における専門的力能が陶治の諜題として積極的に位置づけられる。

このような読点に立つならば，二宮淳美氏が，社会のもつ全面性，その諸能力の全体性に着

鼠してレる/誌は示唆に富んでいるomさらに，このことと関連して「社会の全面的発達」加を
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偲人の全部発達と統一してとらえようとしている点も検討に値するといえる。しかし，このこ

とを労働者の全面発達の課題とただちに結びつけるには，なお多くの深めるべき論点を残して

いるといえるO

さて，以上の 2点をふまえて，さらにこれを独占資本主義ないし常国主義の段階における問

題として深めるにあたっては，生産力の不均等発展と生産・労働および生活の社会化の現段階

的特徴，さらにそれらの相互関連が関われなければならなし、。この点な第 3の論点として提示

することができるO 以前にもまして広範に進展する独占段階の生産の社会化が，労働者(およ

び役員諸階層〉の貧困化(小論で提示した内突を含む)を深化させ，それが労働者(および住

民諸階層〉の人格形成の契機となる労働の社会化を促す。そして，労働の社会化は，直接的に

は生産過程における労働力の胸冶の過程として進むのであるが，やがて，生産の社会化が生活

過程にまで及ぶ(このことが一般に生活の社会化といわれる〉ようになると，生活過程じたい

が構造的変化をとげる。つまり，この通程で，個別的家事労働の社会化をはじめとして，個別

的生活過程の社会的関連が強まり，労働の社会化だけでは表現し尽せない生活の社会化，ない

し広義の労働の社会化を基礎とする住民諸階層の集団酌陶冶の経済的諸条件がしだいに成熟し

てくるのである O このこ土は，のちに章を改め ζのベる住民自治の主体形成の経済的，現実的

基礎であるといえる。しかし，この点について深めるに先だって，住民の労織と生活の経済的

基礎になっている地域産業の基本的性格ならびにその現段階的特徴について考察を深めておく

必要がある O

地域食業の発展と幾民教育の課題(中〉

〈説〉

1)マルクス『資本論Jj，第 1巻，大見書)高級，第 2分00，840ページ

2) 向上 995ページ

3)多岐にわたるま主ffi1とについての議論をここで追跡することはしなL、。

この点については，のちに指摘するお橋氏の論文のなかで，ほぼ主主理がついているからである。したがっ

て小論では，そのような潟橋氏の論点整潔を議論の出発点においたうえで，小論の主題一一地域問題目ーに

かかわってさらに発展させるべき論点にしぼって議論を進めることにするo

4)高僑秀蕊「労働者階級の食関化の社会的=

震史的把握J(土地制度史学会編集『土地制度

史学J]， 第 82母， 1979・1. 農林統計協会，

所収〉

5) 向上 43ページ

6) 向上 46ぺ{ジ

高橋氏の論震は付凶のように示されてい

る。この図からもち耳かなように「現実の生活

諸条件の水準」は実際に上昇しているけれど

も生産力水準〈可能的な一般的生活諸条件の

水準〉がさらにこれを上まわる上昇度合を示

すくしたがって，後者の勾況が前者の勾普己主f

上まわっている〕場合には，その格差に相当

する絶対的食困化が遂行することになるので

あるo

7)マノレク λF資本論J]， 第 1巻，大月番目主版，

Z苦1分冊， 634ページ。 マノレグスがここで労

働者の全面的な可動伎といっていることは，

教育上の課題としての全盛発達にも結びっく

ことであるが， ここでは底後的には労働力の陶治にかかわる問題として論述していると潔解される。したが

ってこれを教育的課題としての全面発途と関連づけるためには，なお多くの論点についての検討が必要であ

る。このJ誌についてはのちの寧でのベる。

労働者階級の絶対的会街化

To 臣室史的時間

iIIJ掲，高橋論文， 46ベ}ジよりヲi潟

T， 

イサ図

注

生
活
諸
条
件
の
水
準
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8) 向上 634ベージ

9) 向上 634ページ

10) 向上 532ページ

ll)成瀬箆夫氏は，食rn化について f人間の労働の発達が労働する人総そのものの生命の維持や再生産を圧迫

する関係，あるいは人間の労働の発途が人間自身の発達と対立させられる関係」として犯爆する。成瀬古屋夫

nr資本論』と食間化論J(島 恭彦監修 F講座現代経済学 mlr資本論』と滋代経済(2)~ ， 1978若手， 青木蓄

J苫，)285ページ。その視角は小論と議本的に共通しているが，かかる一般的規定をより務紋にすることが必

要である。

12)箇沢賢治氏は，責主近の論稿の中で生産力概念についてかなり広L、理解を示している。富沢氏によれば「人

関がまま本的生産力であり，人間伎の全磁的発漆が生産カ発援の蕊本姿図である」ということになる。宮沢賢

治「社会主義と生産力J(If現代と思想.J)， 35， 1979年，青木書!f)丸 88ページ〉。富沢氏の論旨は，十分に検討

に値する内容を含んでいるが，人間をi度主主的に生産カと規定することは人間の本質理解としては狭L、。箆沢

氏の提起した課題は，労働力の陶冶にかかわって深めることが必要であろう。

13) たとえば，北海道社会協祉協議会『大都市における低所得閣の調査~ (1975年〉。この調重量は高山武志氏ら

が札幌市について笑施した笑証的研究であるo

14)地域問題の基本視角として生産力の不均等発展の法刻を重視すべきであることを提示したのは王寺 恭彦氏

である。島 恭彦『地域の政治と経済』自治体研究社， 1976年。
15)いわゆる生活の役会化にともなって共向〈社会〉的に充足される必喜さのある諸施設，高;誌などについて，

これをどのように位授づけ，性格づけるかについては議論の多いところであるo 一般には尖間消焚手段とし

て把握され，最近は共同生活手段という表現も用いられている。生活過程にかかわるより広い抱爆として

は， と生活手段ミの方が適切な商もあるが，生活過程は経済的議過程だけではないので，経済学的なとらえ

方としてのと消費手段ミにかわってた生活手段ミということはなお未整磁な論点を含んでいるといえよう 0

16)この点については次の論稿を参照されたL、。成現実龍夫行関人的消焚と労働力再生援の社会約性格J (京都

大学 f経済論議~ 110巻 5号， 1972年，所収)

17)島 恭彦監修『講座 現代経済学 I経済学入門』第 4主主，発達の経済学. 113ページ

18) 向上 112ページ

荘 地域産業の発展と地域問題

最近，地域住民の立場に立った地域政策の確立，実践が強くいわれる中で，その重要な柱を

なす開題として，地域産業ないし地場産業の振興が重視され，そのような実践的課題の一環と

して農業の分野におし、ては地域農業の発展について究明されている o I奇特に，地域産業あるい

は地場産業は，地域経済，地域問題としても基本的内容をなす課題で怠る O そこで，本意では，

この問題にかかわる論点を整理したのち，地域問題との関連，さらにはその中における位置づ

け，性格づけに及んで考察してみたいと思う O

まず，最初に切かにしておかなければならないのは，地域産業ないし地場産業はそれじたい

経済問題であり地域開題の経済的側面の問題であって，いわばそれ自体としては地域経済問題

であるということ，同時にそれは地域住民の生活と深いかかわりをもっている，ということで

ある。そして，この問題の取りあげ方，実践的対処の仕方は，現実の階級対立の中で，独占資

本を中心とする支配階級と労働者階級を基軸とする被搾取・勤労諸階層とでは立場を異にし，

対抗的関係に立たざるをえない，ということである O そして，このような地域産業ないし地場

産業をめぐる対抗関係の現段階的性絡を明かにするうえでも，資本主義社会におけるその歴史

的な性格変化をあとづけてみる必要がある。

1. 地域産業の性格とその歴史的変化

小論でとり上げようとする対象領域については，地域産業，地場産業，地方産業などさまざ

まな呼称があり，それぞれの論者によって独自の意義づけと使い分けがなされているけれど

も，ここでは包括的概念として地域産業に統一することにするoI} もちろん，このような用語
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の統一は，それぞれの意義や用い方について十分な検討を行なったうえのこととはかならずし

もいえないが，すくなくとも，以下にのべるような小論の論旨からすれば，地域産業という表

現がもっともふさわしL、と考えるからにほかならなL、。

まず，地域産業の歴史的発展過程については， レーニンの論述を基礎にして，技術，生産

力，生産関係，さらにその他の社会関係などについて図 1のように概念化することができょ

うO その意味するところはこうである。社会的生産活動は，具体的には，自給的生産(→注文

生産〉→小商品生産→資本倒的生産，と L、う道すじをたどって発展し，それにほぼ照応した技

術・生産力の発展，さらに市場関係の変化がみられる。この場合，前資本主義的生産様式のも

とでは農業が基幹的生産部門であった，ということな出発点として考えるならば，農業と工業

との結合〈それは生産者として双方を兼ねていることも含む〉は注文生産的手工業の発生に端

を発し，その結合状態は大規模手工業の段階まで存続するO そして，このような結合状態の中に

地域産業成立の萌芽が存するのであるが，その発展は小潟品的手工業の成立・発展によって促

進される。というのは，この段階で商品生産，したがって社会的分業の一層の発燥がみられるか

らである。つまり，地域産業の成立・発展は，地域的分業の発展と併行して本格化し，その点

ではこれを物葉代謝過程としてみるならば，従来の閉鎖的体系(均衡状態〉を破壊する過程で

もあり，より広範な範聞にわたる開放体系の中に新たな均衡を求めようとする過程でもある。

このように地域産業の主体がまず小商品生産者として形成される，ということは地域産業に

ついて考える際に重要な意義を有している O したがって，この点にかかわっていえば，野原敏

雄氏が，地域経済論の展開にあたって，資本主義と小生産の関係を重説したことは示唆に富ん

でし、る 02〉 ここで明かなことは，地域産業は何にもまして生業として出発し発展してきた，と

いう歴史的事実である O それとともに，さらに深められなければならないことは，当初，小生産

地域幾業の発展と農民教育の課題〈中〉

工業を中心とする地域産業の発展過程
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者によって担われた地域産業が，その担い手，性格をどのように変えてきたか，ということで

ある。こうした観点に立つならば，小蕗品生産から資本命u生産への移行は，地域産業のあり方

としても決定的な変化をもたらした，とみることができる O この変化は，レーニンが指摘した

ように，技術・生産力的にみても，画期的であった。資本制生産そのものは，すでに単純協業
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手工業，マニュファグチュアの段摘で一定の発展をとげるのであるが，それが全社会的な生産

様式にまで発展するのは，機械命u大工業を基礎にしてはじめて可能となる。この段摺で生産力

は飛躍的な発震をとげる O そして，この段捕で農工の完全な分離が実現する O いまや工業の中

で鉄工業をはじめとする基幹産業が成立し，それらを基軸とする資本主義的存生産構造が確立

する O そして，これら基幹的産業を基軸にして資本，労働力，高品の集中が進み，近代的大工

業都市を形成する。このようにして形成された大工業都市は，地域産業としての性格を逸脱し

ている。それは生産，流通，消費(生産的消費ならびに個人的消費〉のいずれの面からみても

地域的，局地的な制約姓をもたず，最初から国民的市場，世界市場に結びつし、ているからであ

る。この点では小生産者あるいは中小資本を基鼠とし，主として局地的市場に依存して発展し

てきた地域産業とはきわだって対照的である。

このようにして，ひとたび、機械告u大工業を技術的基礎とし，さらにたえまない資本の築中・

集積の過程を通して基幹産業，大工業都市が成立し発展すると，それによる地域産業の破壊，

収奪の過程がはじまる O 基幹的産業の発援の中で，従来の地域産業は，たえずそれへの従属・

系列化を強いられる O しかし，資本主義の発展は，単に国内における発展にとどまるものでは

ない。独占資本主義の段階で、は，世界市場に向けての発展(資本・商品輸出)，さらじ領土獲

得をめざして外延的拡大をはかる。居外に向けての植民地の獲得と閣内における地域支配の強

化，それは，資本主義発展の方向を示す楯のT局面を示すにすぎなし、。この過程で植民地獲得が

閣内地域産業発擦を妨げ破壊する，という関係も重視しなければならなし、

ところで，独占資本の支配する基幹産業部門は，これを地域産業とみなすには，その性格，

条件において逸税していることは谷定できなし、。しかし，これらの産業が地域性をまったく無

視して存立できるわけではなし、。その一つは，資本制生産が機械制大工業を技術的基礎として，

広範な発展をとげた場合であっても，それは自然、と人間の物質代謝過程の枠外において存立し

ているわけではなく，その限りでは自然、法則を無視して工業が成り立つわけではない，という

ことにあらわれている。もちろん，資本主義的生産カの発展は罰君主ーに自然破壊の過程としても

進行するが，それゆえに資本主義下の生産力構造は内部的矛盾を深めるのである。つまり，自

然、界の物質代謝過程を覧会く自然法則は，それに反した場合には矛屈を深める，とし、う意味にお

いてもこの法則の枠外にあるわけではなL、。二つには，最初にのべたことともかかわる問題と

して，工業といえども自然的立地条件を無視しては立地しえない，ということに示される。この

点は，農業におけるほど強い立地規制要因にはならないけれども，やはり軽視できない条件で

ある O とくに資源の存在状況には強い影響を与えることになる。また，経済社会的な条件を加

味するならば，工業におし、ても，その立地にはまLI1域的性格をともなうのである O とくに経済社

会的条件の中で重規しなければならないのは労働市場を通しての影響であり，さらに，それが

地域住民に与える影響についてである O すなわち，諸生産部門において，産業資本が機械制大

工業を基礎にして成立・発展する過程において，たとえ従前の地域産業を破壊ないし再構成す

ることがあったとしても，新たに成立した資本制的工業は，それぞれの立地ずる地域住民の労

働および生活と密接不可分な関連をもつようになる O また，このような地域産業の再編成のー

環として，従前の地域産業が独占的企業に対し として位置づけーられる場合にも地域

との関連が見られる O いずれにして込，労働市場が地域性をもって形成・発展することは，労

働力の再生産過程=労働者の生活過程，ということによって生ずる当然の傾向であり，それは

独点的大金業の立地にあたっても，また，それらと地域産業との関連においてもあてはまるこ
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とであるO この点に関していえば，多くの生産部門にみられるところのいわゆる「企業城下町j

的都市形成は，その周辺地域にまで影響が及び，一方で，それが文字通り特定企業による地域

支配を示ーしていると同時に，他方では，そのような企業立地が地域住民の生活条件，とりわけ

経済的条件として不可欠の位置におかれていることを示している。したがって，地域産業の現

段措的性格については，地域産業の性格の歴史的変化をふまえてさらに考察を進めることが必

要である O

2. 地域産業の現段階的性格

前項で述べた地域産業の性格の歴史的変化をふまえて，さらに現段階における基本的性格を

次のように整理することができょう。

(1)地域産業の歴史的出発は，自然経済から商品経済に移行する過程で，地域住民の生活諸条

件のうち，とくにその経済的基礎を高品生産に求めた，ということに端宏発しているとみるこ

とができるO つまり，地域産業の出発点は，生業としての商品生産であって，その点では，生

活を中心に鋸えた生産活動の渓開であるO したがって，このような生産にもっとも適合した海

品生窪は小商品生産である O 地域農業の担い手がその歴史的出発点において小商品生産者であ

った，ということは，地域産業の現段階的性格においてもなお失われていない特徴の一つであ

った。すなわち，地域産業が成立・発展するに際しては，その前史として自給生産あるいはそ

れを基礎とする自給経済がまず存夜する O そして，このような自給生産は，小商品生産者が小

商品生産としての性格をタミわなL、かぎり小商品生産者自身の生活過程と不可分に結合しつつ存

続するが，歴史的な経過の中で商ー品生産〈商品経済〉のウエイトがしだいに高まることはいう

までもなし、。

このように，地域産業が地域住民の生活条件としてとくにその経済的基礎をなす，というこ

とは，やがて小商品生産者(さらにそれと結合して存在する他の小営業者〉が，資本家へのコ

ースと賃労働者へのコースのニつのコースを軸にして分解する過程でも基本的に貫かれる。

つまり，地域住民の階級・階層構成は，小商品生産者の分化・分解を基軸としつつ，さらに小

営業的商人の創出などを含めて複雑な構造となり，それにともなって住民諸階層の生活状態も

多様となる。しかし，そのような中に為っても，地域産業があくまでも地域住民の生活条件と

しての生産(産業〉活動であるという点は貫いているのである。そのような性格は，中小資本

や独占資本が立地ずる場合であっても，その企業的活動を規制し独占資本も完全に無援するこ

とのできない条件(地域住民の生活と結びついていることを絞視できない生産・産業活動であ

ると L寸意味において〉となっているのであるO このような視点からみると，地域産業にかか

わる問題は，地域住民にとって，直接的に生活条件であり生活問題の根幹をなす課題である O

(のところが，資本主義の発展の中で，とくに機械制大工業の成立とともに，産業資本は，地

域産業に対して.ではこれを資本主義的符生産構造に包摂する方向で再編成するととも

に，他国では，官摂することのできない，ある L、は資本の側からみて包摂する必要のない地域

産業を破壊しつづけてきたのである。とくに独占資本の段措になると，レーニンが

論』の中で明かにしたように，資本の海外輸出，国際的な企業集閣の形成，帝国主義的領土再

分割とそれによる植民地獲得，などが強持される O そして，このような独占資本主義的な利潤

追求，市場支配，資本進出は，地域住民の生活を基礎とする地域産業の発展の方向と真向から

対立することになる。さらに，これを政策次元の問題と関連づけるならば，資本主義の全般的
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危機の深化のもとで先進資本主義閣で実施されてきた地域開発政策は，思家独占資本主義下の

経済政策の主軸をなし，その中に貫いている地域開発の方向は，地域産業の発展の方向と鋭い

対抗関係に立つことになるのであるO

このような見地に立ってみた場合，日本においては，明治期以降の産業政策が，それ以前か

ら各地で継承・発展してきた地域産業を破壊する方向で実施されてきた，といえる。その後戦

前にいたる過程では，帝国主義的な櫛民地政策と鋭い対抗関係を示した。さらに戦後において

は資源開発を志向する地域開発政策が一時，地域産業の発展とかかわり合う局面もみられた

が，その後 I高度成長J期に入り，いわゆるスクラップ・アンド・ピ、ルド政策のもとで地域

産業は大打撃を受けることとなった。さらに，急激な重化学工業化を目ざす産業政策，農産物

を中心とする貿易自由化政策，各稜商品の輸出拡大政策，資本の海外進出，などが全体として

地域産業の存立・発展の条件を著るしく制約することとなった。

(3)地域産業の現段階的性格とその発展条件を規制している要国として，まず労働力に着目す

る必要がある。労働力の地域的動向，さらにそれを基礎とすする地域階級構成については，す

でに多くの議論があるヘ とくに農罰摺の分解の過程で，農村人口，農業労働力の激しい農村外

への流出，残存した農業!労働力の構成(年令・性別など〉の変化，農村在住のままの半プロレ

タリア化(通勤兼業，出稼ぎなど〉などが進行してきた。これを農昆家族としてみれば，たと

え兼業農家として農家所得の農外依存度が高まったとしてもそれはなお小商品生産者としての

性格を保持しているが，他方，これを農民家族の個々の成員に郎してみるならば，従来の農業

労働力ないし新規労働力が大量に労働市場を通して資本に包摂されている過程を示している。

このことは地域産業の直接的な担い手がそれだけ減少していることを示しているO このような

過程はいうまでもなく労働力政策によって推進され，その結果，大工業地域，中枢管理都市な

どへの人口，労働力の集中が一層顕著となっている O とくに大都市過密地域に就業の場をもっ

労働者の大半に共通していることは，居住地と職場との分離，とし、う現象である。これは，労

働者が生活(労働以外の〉と労働を統一的に認識し活動することを著るしく妨げる。いいかえ

れば地域産業をみずからの生活の基盤に据えることが著るしく妨げられる O

しかし，問時に，農山漁村地域においてさえ，著るしい人口，労働力の減少にもかかわら

ず，総人口に占める労働者人口の占める比率が上昇しており，大半の地域では，労働者人口が

総人口の過半に達している，とし、う毒事実に注目しなければならなし、。このことは，一面におい

て離農者が地域内に残留していることの反映であるが，他笛では地域産業の担い手がこれを生

とする小商品生産者だけでなく地域産業に従事する労働者としても形成されていること，さ

らに地域産業にかぎらずひろく地域住民の生産と生活にかかわる労織に従事する労働者(公務

労働者，協同組合労働者など〉の増大を意味している。また，最近(とくにマ0年代〉の労働

力の動向をみると，大都市地域への人口集中が基本的に変らないとしてもその速度が鈍化し，

むしろ周辺工業地帯への拡散傾向がみられるO このような動向は，いわゆる「低成長期Jへの

移行の中で，資本，労{動力の地域的苦己分が変化していることと関連し，さらにその過程でいわ

ゆる「人口Uターン」現象もみられるUO

(4)地域産業の現段階的性格は土地所有によっても特徴づけられている O いうまでもなく，小

商品生産とりわけ農民経営の場合には，土地は農民自身の所有になっている場合が多く，この

ことが地域産業の存立の基礎的条件をなしてきた。資本の土地所有に対するかかわり方は，こ

れを直接に所有するという形態においてではなく，地主の所有のもとで借地することを基本形
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態とした。このかぎりにおいては，すくなくとも産業資本主義の段階では，土地所有によって

資本が土地を直接的に支配するということはほとんどなかった。独占資本主義の段階になる

と，独市資本はその経済的支配ならびに政治的支艶を強化するが， そのような中で独占資本は

直接介入することのなかった土地所有を通して支配の強化をはかる O それは，部分的には独占

資本が痕接的に土地を所有することも含みつつ，大局的には土地政策を通して土地所有の再編

成が行われる。その再編過程は基本的には次の諸過程の中にあらわれるといえよう o (i)独占資

本の土地独占〈資本による土地買占め〕による小生産者的土地所有〈とくに農民的土地所有〉

の包摂。この場合，資本による土地の独占的所有は，それじたい生産的投資ではなく(土地購

入のための投資がそれ自体として生産的投資であるということはがんらいありえないが)，多

分に投機的性格を持っている。(ii)土地政策による小生産者的土地所有(とくに農民的土地

所有〉の破壊。たとえば農地を含む市街化区域，市街化調整区域の設定を基幹とするいわゆる

「線引きJoこれは，題家独占資本主義的な土地の「関込みj の現代版ということもできょう O

さらに，これらの「線引き」を前提とする農地に対する宅地並み課税は，事実上の農業生産の

排除， 農民の追い出しである o (iii)戦後農地改革によって創設され基本的に維持されてきた

「農民的土地所有Jを事実上否定しようとする農地流動化政策の実施。この結巣，零細な農民

的土地所有は崩壊し，農地が上層農家に集中する O また，このことが農地流動化政策によって

積極的に「合理化」される。(iv)非農地的土地の価格騰貴とその農地価格への波及。 ここで

は，農地価格形成の経済法則(地代の資本還元〉が事実上否定され，投機的売買の中で、その水

準をはるかに上田って地価が形成される O このことは，社会的には費用の非構成要素としての

地価が農民にとっては費用の構成要素である， とL、う農民経営下の地価形成の矛盾をいっそう

浮き彫りにする。 (v)農協を中心とする協同組合的土地管理， 集団的土地利用・管理などによ

る農民的土地所有の不安定化。このことはすでに請負耕作やその他の形態の貸借関係が実質的

に黙認されていることによってかなり広範に波及している中で進行している O さらに農協によ

る土地の所有・管理は現在のところ限られた事例にすぎないが，拡大する傾向がないとはいえ

ない状況にある。かりに，このような農地の所有・管理が広範に波及すると，それは従来の農

民的土地所有との矛盾を深め，農民的土地所有を崩壊させる危険性も含んでいるヘ

以上は，小生産者〈とくに農民〕の土地所有と国家独占資本主義的な土地再編成政策との矛

崩，とくに後者の前者に対する支配強化の経済的側面についてのベてきたのであるが，農民に

とって，そのこと地所有は単に生産手段としての所有の意義にとどまるものではなし、。土地が農

民の生活過程とどのようにかかわっているか，そして，このことが土地再編成政策によってど

のような影響を受けているか，という点についてさらに深められなければならなし、。この点に

かかわって，財産としての土地の所有，生活手段としての土地の所有， とL、う意義づけをする

議論もあるが，いずれも論点、としては不明確な点を残している。この問題について考える擦に

は， (1)土地の基本的性格はあくまでも生産手段としての性格にある。 (2)そして，農民がかかる

生産手段の所有を否定されようとしたときに，そのことが農民の経済・社会的位置にし、かなる

影響を与えるか，という点に焦点、をしぼって議論を進めていかなければならなし、。

現実に農民が農地所有に執着していることは事実である O この場合，とくに執着が開題にな

るのは農民一般についてというよりは主として中・小農民についてである。そして，中・小農

民がなぜ、農地所有に執着するのか，ということは授らの畏かれている経済・社会的状態と深く

かかわっている O すなわち，これら農民層をめぐる階層分解が労働者として完全に自立する方
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向でのプロレタリア化ではなく，その大半が半プロレタリプ化にとどまり，その周辺に広範な相

対的過燕人口が滞留している，と L、う状態、が，彼らの農地保有に対する行動を規定していると

いえよう。このことは，総農家のうち兼業農家の占める比率がすでに87克 0975年農業センサ

ス〉に達しているにもかかわらず，他方で，農業だけで勤労者並の所得を得ょうと考えている

農家が全体の88%を占めていると L、う事実〔農林省、 F農業経営主及び農業後継者の意識調査報

， 1976年 3月〉にも端的に示されている O つまり，現に兼業している農家の大半は，現

状に満足ぜず， ，農業専業としての自立化を志向していることを示してL、る。 L、し、かえれば，み

、ずからの現状は，それじたい松対的過剰人口に属し，その状態を脱して労働者として自立する

ことは容易ではない，と判断していることを示している。農民経営としての自立化を志向する

かぎり農地所有に執着するのは当然である o ¥， 、し、かえれば相対的過剰人口の状態から容易に脱

しえない状況のもとで，兼業農民が農地を失うことは，それじたい彼らにとって生存権(生活

条件〕の侵害ないし剥奪である O 農地所有が農民の生活とかかわるというのは，小生産として

の性絡を保有する農誌にとっては生産手段の喪失が 生活条件を失うことになるか

らである。この意味で兼業農民の本性〈および彼らが主体的に志向する方向)は農民であっ

て，決して「土地持ち労働者」ではな L、。もちろん農民にとって農地を生活手段(実はその指

突を競定しなければならないのだが〉として類推して佼霞づけることにJ&敵する現象がないわ

けではなし、。たとえば，農地所有にもとづく地代収入(=生活費の一部)，財産としての処分によ

る土地代金取得および投機的売却を期待して農地を保有すること，自給用農産物の生産，等々

である O この場合，自給水aないし畑は明かに生産手段であるが，地代収入ゃあるいはその資

本還元である地価の騰貴に対する期待も，農民が農地を保有しようとすることの副次的要閣で

あってそれらが基本的要関ということではなし、。農民の農地に対する執着は，あくまでも生産

農民として， したがって生産手段としての農地に対する執着ということが基本にある O このよ

うな見地に立たなければ，市街化区域内で宅地並み課税を諜せられながら農業生産を続行して

いる農民の行動は正しく理解できないであろう(もちろん，農民にとって生産(経営〉を続け

るうえで必要なのは耕作権であって所有権ではない一一このことは，っきつめれば，農地流動

化，土地国有化の二つの方向に道を聞くことになる一ーという考え方も成り立つが，それは，

農民的土地所有をめぐる対抗関係に対する不十分な理解にもとづくといえる〉。いまや，農民

がみずから農民的土地所有を守りその制度的改善に努力することは，農民的土地所有をめぐる

対抗関係のもとにおける農民じしんの主体的突践としての意味を持っているO

(5)地域産業の性格について考える際に，地場流通のもつ意味も軽視できなし、。それは，現

在，とくに農産物などをめぐって地場流通について議論されている， としづ状況をふまえた場

合いっそう重要であるが，がんらい地域産業は地場消費，地場流通を抜きにしては考えられな

し、からである O 地域産業にかかわってその市場・交換関係について考察するにibたっては，局

地市場→国民的市場→世界市場とし、う発展のコースがふまえられなければならなし、。このコー

スの中で，地場流通はいうまでもなく局地(地方的〕市場にかかわっているO そして，地場流

通の性格については，これを地域産業の担い手との関連で深めることが必要で、ある O

すでに指摘したように，地域産業の担い手の起点は小商品生産者である O いうまでもなく小

商品生産者はその基幹労働力が家族労働力であるため零細生産の域を出ることができなL、。そ

して，このような小商品生産による生産物の商品化は支配的には前期的商人によって担われ

る9 というのは，小商品生産者がみずからその生産物を農産物市場に直結して蕗品化するとい
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うことは非常に困難なことであると間待に，反田， これら小商品生産を基礎にして自立した近

代的(資本主義的〕商業資本が存立することも困難だからである。 このようにして，地場流

通の産接の担当者は，小商品生産に経済的に吸着する前期的商人であり，その商品取引の基本

的特徴は，不等価交換にもとづく譲渡利潤の取得を目的とする前期的取引に示される O そして

この譲渡利潤の源泉は小商品生産者ーからの師億収奪に求められる。地域産業の生産物の商品化

構造は，地域産業の担い手として小商品生産が存続するかぎりは消滅しな¥" 6)。しかし，それ

は決して不変ではなく，たとえ生産力の担い手が小務長1生産であるということが基本的に変ら

ないとしても，それを基礎とする商業化の発展に照応した変化がみられるO 小生産者協関組合

の生成・発展がそのきわだった特徴として指舗できる7)。小生産者協同組合の経済的機能の特

徴は，前期的商人の彼らに対する前期的価{直収奪を，彼らの共開的商品化によって排除しよう

とするところに求められる。この協同組合の出現によって，はじめて小商品生産者が絞ら自身

(但し個別にではなく共同によって〉市場と直結して商品化することが現実に可能となるO こ

のことは，単に生産物の商品化(販売〉に醸してばかりではなく，

ついてもあてはまることであり，その基本的性格も共通している O

以とのべたことは，地域産業における生産力の担い手が主として小街品生産者である場合に

おける商品化構造についての基本的特徴であるが，資本主義の発展の中で，かかる小商品生産

者はごく少数の資本主義的経営と大多数の労働者に分解する O つまり，これを地域産業に郎し

てみるならば，地域産業の担い手がたえず変化する O しかし，独占資本主義の段階では，小商

の分解の過程も著るしく歪曲され，小商品生産者の多数がその基本的性格を保持しつ

つ半プロレタリア化の方向をよぎなくされる。そして，このような過程の中で，小商品生産は，

ますます商業的性格を強め，資本主義的再生産構造により深く包摂される O この場合，小商品

生産を中心とする市場構造を概念国として示ぜば図zのとおりである O この図からも明かなよ

うに，小商品生産に直接結びつく商業機関は，大別して，小商品生産者協同組合と商業資本の

二つのノレ…トに分かれる O さらに，国家市場，独占資本，中小資本，小営業などと結びつきな

の購入，金融などに

図2 小商品生産をや心とする地域産業の市場構造の概念隠
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がら全体として資本主義的再生産構造に包摂されている O

ところで，このような市場構造のもとで地場流通はどのような位置におかれどのような役割

を担っている，といえるであろうか。この点については次のようにまとめることができょう。

(心地場流通は，小生産を基礎とする商品化，とりわけ地域内分業に対応した流通形態である

が，やがて社会的分業が地域間分業，さらに留民的・世界的分業に発展するなかで，流通の主要

な形態から副次的形態へと次第にその位授が後退する o (2)しかし，たとえその位置が低下して

も，小生産と零細な消費が存続するかぎり決して消滅しなL、。とくに労勤者をはじめとする住

民の消費は，零細な単位であって，近代的商業資本の大量・広域流通を補完する流通形態とし

て地場流通を不可欠とする。 (3)地場流通は主として生業としての小生産者と消費者を結ぶ流通

形態でおり，生活過稜を基礎とする潟品流通である。これに対し，近代的商業資本を基軸とす

る流通においては，資本蓄積(商業利潤〉の法則が貫徹する O とくに独占資本の支配の強化

は，住民の生活道程に密着した地場流通を破壊し，独占資本の主導のもとに流通「合理化」を

強行するο このことは地場流通と独占商業資本の流通「合理化J.系列化との鋭い対抗関係を

示している o (4)このような地域住民(その中心は労働者階級〕と独占資本との対抗関係の中

で，経済的に独占資本が優位に立つことは否定できないが，小生産者と消費者(その圧倒的多

数は労働者踏級〉とがそれぞれ共同組織(具体的には協同組合〉を通して市場に対応する場合

には，商業資本による商品流通に代替することはできないとしても，その独占的市場支配に対し

てある程度，民主的規制を加えることが可能である。いわゆる産地直結はその具体的流通形態

の一つであるが，その先進的意義は，以下のように指摘することができょう o (イ)商業資本の資

本蓄積ではなく地域住民の生活を本伎とする流通である o (吟生産者と消費者とが直接的に取引

きすることによって中間的な商業利i簡を排除し流通費用な節約することがある程度可能である。

料生産者と消費者とが，経済活動の枠内においてではあるが，相互に条件を提示し合い，価格

その他について相互に納得できる取引条件を実現することができる O や)産地直結は，商品流通

の中で支配的位置を占めることはできないが，資本による独占的支配に対抗して一定の規制と

改善を実現ずることができる O

以上の考察からも明かなように，地域産業にその存在の基礎をおく地場流通は，その主な部

分が生産過程から自立した商業資本によって担われるのではなく，その地域に存立の基礎きとお

く生産者(小生産者ならびに地場中小資本が中枢となる〉と消費者(原材料の実需者も含む〉が

直接的な交換関係をとりむすんで形成された地域市場における商品流通であること，同時にそ

れが鴎史的〈あるいは世界的〉市場に連結する中で独占資本主導の流通再編成と対技関係をも

たざるせとえないこと， このことを基礎にして，たとえば産地蔵結にみられるように，生産と生

活な基礎にした流通の民主的改革をめざす住民の経済活動の基盤にもなりうること，などの特

撒をもっている。

(6)最後に，地域産業に対する資本の支配が金融市場を通して， 金融資本が基軸となって強

化，拡大されていることにも在日しなければならなし、。資本による地域産業の支配は，巨大金

融資本が，その密接的支艶とともに地方銀行，信用金庫，協陪組合などを実質的にその系列下

において，それらを動員してくまなく支配していくこと，そして，それが政府の地域開発政策，

財政政策と緊密に結びつき合っていることを特徴としている。

3. 地域農業の発展の基本課題

これまでのべてきた地域産業の歴史的性格p その現段摺的特徴をふまえて，次に，資本主義
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的な産業発援の中における地域産業の発燥の基本課題について考察する。

地域産業の発展については，現在，政策上の課題としても重視されている。それは，独占資

本が主導的に推進している地域開発政策のもとで，地域産業が急激に破壊されていることに対

する批判と反省を基礎にしている。そして，そのような検討の中で， 可む域産業の均衡のとれ

た発展、、とかい地域経済の不均等発展の是正、、ということが地域政策の理念あるいは基本方向

として提起されているが，その内容についてはかならずしも明確ではなL、。それは，このこと

についての研究や政策上の検討が十分に進んでいないことを反映しており，むしろ今後，共通

に深めるべき課題であるといえよう O

上記の課題は，いわば地域問題の中の主要課題の一つであるということができるが，これを

どのような視点から整理するかが小論における直接の課題である。この点に関して従来もっと

も多く言及されてきたのは，資本主義下の生産力の不均等発展との関連であり，その地域経済

への投影として地域経済の不均等発展をとらえ，その是正が地域産業の発展ということの基本

課題である，と L、う認識である。小論においても，このことを基本課題として据えることはい

うまでもないが，これだけでは不十分である。そこで，小論では，地域産業の均衡のとれた発

展について，次の 3点をふまえて考察することにする o (1)自然箔環過穏としての均衡実現， (2) 

地域産業の不均等発展の是正， (3)地域住民の生活基盤としての産業発展。以下では，それぞれ

の内容とその相互関連について言及したいと思う O

(1)自然と人間の簡環過程としての均衡。地域産業が自然と人聞の楯環過程の一環であること

を無視して成り立ちえないこと，そして，資本主義下の地域産業の破壊は，それじたい自然と

人間の指環道程の破壊に産結していること，についてはずでに指摘した。このことをふまえる

ならば，地域産業の発展の基礎的条件のーっとして，破壊され続けている自然と人間の循環過

程の均衡の回復をめざすことは重要な意義をもっている。同時に，この点、について深めるにあ

たっては，すくなくとも次のような考え方についてはこれを克揺しておかなければならなL、。

その一つは，資本主義下の技術・生産力の発展が自然破壊をともなうことを一面的に理解し

て，生産力の発展の進歩性を否定すると向時に，技術・生産力の発展の資本主義的性格を技術

・生産力の一般的性格に置きかえる，と L、う立場である O このような見地に立っと，技術・生

産力の発展を抑制すること以外には，自然破壊をくいとめる方法はないことになる。資本主義

下の技術・生産力の発展が自然破壊をもたらしていることはたしかであるが，同時に，いまの

科学・技術の水準からすれば，自然、破壊を未然、に防ぎ，また，破壊されたa然、を回復すること

も可能であり，そのための技術開発も可能であって，それをいかに実現するかは，のちにのべ

るように国民の統治力量とその突践にかかっているO

いま一つの考え方は，自然復帰を基調とする地域主義の考え方である O それは，地域産業・

社会の破壊やその軽視に対する批判としては積極的意義をもっているが，地域社会の独自な発

展を強調することは明かに誤謬といえよう O このような立場に立つ見解として，たとえば玉野

井芳郎氏は，その著書『地域分権の思想』の中で，生態系の中で経済を考える，地域における

分権的な産業構造を確立する，農業と工業とは根本的に差異があり調者が融合することはでき

ない，などのことを主張し，全体として地域社会の自立した発展の論理を展開する。この中で

資本制溺品生産に対寵する自然(自給〉経済の重要性，が強調されるのであるが，このような

考え方は，小論でいう，自然と人間の物質循環の均衡ということとは無縁である 08〉

いうまでもなく，商品経済の基礎は社会的分業である。レーニンが指摘したように，採取産
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業からの加工工業の分離，農業からの製造工業の分離，をはじめとする社会的分業の進展は，

労働生産力を著るしく高め，国内市152ど広範に右Ij出する O その芯;味で社会的分業は資本主義経

済の発展の基礎である O そして，社会的分業が資本制生産のもとで進展する場合には，必然的

に自然と人間(労働力〉の破壊をともなう O この場合，社会的分業の進展を地域に長[Jしてとら

えるならば，それは，すでに国 lで明かにしたように地域内分業→地域開分業→世界的分業とい

う過程をたどり，この進展の過程で社会的生産力は著るしく高まる。また，この商品生産にお

ける分業の進展にj!~\pS した i荷品市場の進展は，局地(地方〉市場→国民的市場→世界市場，と

し、う過程を・へて発展する O このことをふまえて，小論で提起する自然と人間の慌環過程として

の均衡，を実現するということは，もちろん社会的分業そのものの奇定ではなく，その正しい

発展のあり方を追求する， とし、う課題であることを意味する。つまり自然、と人間の謂環過程の

均衡，を実現することと社会的分業は両立できる，としづ基本的認識に立っている O むしろ問

題となることは，独占資本のもとにおける地域跨分業，世界的分業が，もつばら独占資本の資

本蓄積に従属して進められ，それを経済政策によって促進・助長している，ということにある，

といえる(現段階における貿易政策，農業における地域分担政策一一資本による地域的分業の

再編成ーーなどにその典型をみることができる〉。したがって，重視しなければならないのは，

地域的分業の基礎である地域内分業について，その意義を再認識し，それを基礎とする社会的

分業の発展のあり方言ど検討する，ということである O この場合，さらにその具体的な視点とし

て次の諸点を明かにしておかなければならなし、。(i)自然と人間との循環過程は地域における謂

環を基礎とするが，社会的分業が広範な展開をとげている現段階においては，それは地域内据

環をもって自己完結するわけで寸土なし、。自給経済の段階では，地域的な自給闘が自然、と入院の

循環の領域として自己完結的に実在しえたわけーであるが，現段階では，その均衡の条件は，地

域の範聞を超えて，より広範な領域で設定されなければならない〈この窓味においても地域主

義の論拠は否定される〉。さらに帝国主義， I晃代資本主義のもとでは，公害・環境関題，資源

・エネルギー問題に端的に示されるように，その解決の方途はナショナル。レベル，さらには

グローパルなレベルで設定して考えられなければならなし、9)。 また，均衡破壊の根源的要国と

いえる都市と農村の対立の克服がナショナノレ・レベルでなければ突現しないことは自明であ

るo (i i)自然と入信!の括環過程の均衡，ということは，人間が自然、に対立するとしづ関係におい

てではなしに，自然存在としての人間の諸活動を含む循環過程で、あることを基礎にしてはじめ

て可能である O このような観点から検討されるべき均衡の兵体的内容は，げ)生産と消費の均衡，

(ロ)人間自体に却してみるならば労働(時間〉と生活〈時間〉の均衡，付肉体労働と精神労働の

統一，などをその内実として含む。 (iii)さらに，労働者(および被搾取・ の生活退

程についての基本視角は，的資本の立場からの労働力政品の再生産j品程としての性格との矛盾

・対立， (吟労働者(および被搾取・勤労諸階層〉の生活過程は，家族を基本単位とする個別的

生活過程であると同時に，それを超える社会的生活過税であり，したがって地域を基礎とする

共同生活であり，より広範な領域にわたる全社会的共舟生活課程，ということに存する。

(2)地域産業の不均等発展の是正。いうまでもなく，生産力の不均等発展は， レーニンが指摘

するようにくこの点については前稿でのベた)，資本主義に国有の経済法則である。さらに生

産力の不均等発展の，その内実については，資本主義のもとでの技術・生産力の発展の独自な

して，検討しなければならなし、。がんらい，技術・生産力の発展は，自然、の改良

としての意義なもち，人間生活をより豊かにする多面的な生産力発展を可能とする O このよう



地域幾業の発展と農民教育の課題(中〕 35 

な生産力の多面的な発展の可能性(たとえば，のちに農業生産について考察するように，農業

の機械化・化学化は，農産物の生産・立地の範囲を拡大し，それぞれの地域における多様な農

業の生産を可能とし，全体として農業生産力を高める〉は，それゆえに，人間の「全開発達」

の物質的条件ともなりうるのであるが，資本主義のもとでの生産力の発展は，自然、改良に対し

て自然破壊，多語的な発展に対してー図的・闘一的発展(その典型が労働者の部分労働者化〉

という歪樹された性格をもっO このような生産力発渓の歪曲こそが，生謹カの不均等発展の内

突の主要な側面を形成しているといえるのである。

このような視角に立って，独占資本主義の段階で生産力の不均等発展がさらにどのように発

現するか，という点に着目するならば，産業資本の自由競争のもとにおける場合とは異り，独

占資本の生産部門の支配，さらに資本の系列化，金融資本寡頭制のもとで，生産力の不均等発

展は恋意的に長期にわたって恒常化し，激化することになる。さらに，独占資本主義のもとで

の生産力の不均等発展は，げ)生産力の不均等発展が独占価格形成のメカニズムを通して価値配

分に影響を与え，経済力〈所得〉の不均等発展として発現する o (ロ)生産力・経済の不均等発展

は資本主義列強の開で世界的に進行する (前稿で、ふれたレーニンの指摘を参照されたしつ，付

生産力・経経力の不均等発燦は，地域間，国家間の政治的力関係の不均等，不平等をつくり出

す(これを政治力不均等発展とし、う場合もある〉。

以上のベた視点をふまえるならば，地域経済，地域産業の不均等発展の内実はかなり鮮明で

あり，それを是正すべき基本課題も明かであるといえよう O 第 1に，地域産業における生産力

の形成・発展が独占資本によって歪曲され，一面的に方向づけられているのに対し，これを是

正しその多留的で豊かな発践を実現する，ということであるO さらにその内突を生産力構造に

立ち入ってJ主体的にのべるならば，的地域産業における生産の担い手である地域住民が，労働

力として，その能力を多面的に発揮でき，またそのための掲冶の条件を保樟すること， (ロ)それ

ぞれの地域の立地条件(自然的ーーたとえば気候，資源一一，社会的一一たとえば交通，市場

〉条件に見合った生産手段の配置，付労働力と生産手段の多面的な結合により，地域産業

の生産力の多面的な発践を実現するO 村生産力の多面的な発展の方向，内実について考えるに

際-しては，すでに地域産業の発擦の基本課題のーっとしてのベた， 自然と人間との指環におけ

る均衡，を基礎条件として考慮に入れなければならなL、。第zに，地域産業はそれ自体として

の存立の基礎をもちつつ，さらに，全社会的な再生産構造の中に位置づけられ，その中で均衡

のとれた発展が実現しなければならなし、。とくに独占資本主義のもとではナシ g ナルレベルの

発渓方向が地域産業に対して一方的に震かれ，矛盾が激化するだけにその調整が重要な

有するのである O このことは，世界市場における国際間分業と地域間・地域内分業との関連を

考える擦にも基本的に共通している。

さて，このように考察を進めるならば，その克服，是正について考える場合，生産力の不均

等発展が資本主義に国有の経済法郎であること，いし、かえれば，その根本的解決は資本主義の

廃絶によってはじめてなし遂げることができる，ということとどのようにかかわるかが当然関

われよう。この点について深くたちいる余裕はないが，たとえ資本主義のもとで根本的解決は

できないとしても，現代資本主義の再生産構造が国家および地方自治体の財政と構造的に深く

関連していること，住員自治が政策に一定の影響、会与えるほどに進んでいること，などを考慮

に入れるならば，その改良的意義を否定することはできなし、。しかし，同時に，資本主義のも

とでは，このような改良の積み重ねによってだけでは，生産力の不均等発展を廃絶できない心
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ともたしかである。そこで，このこととかかわって，第 3に，財政問題についてふれておくこ

とが必要である。現代資本主義のもとにおいては，地域産業と獄政とは構造的に深くかかわっ

ている。とくに地方自治体の財政構造は，地域経済の直接的反映であるとみることもできる O

そして，このような財政によって，生産力の不均等発展，地域住民の所得格差の是正，などを

実現しようとした場合，地方自治体のレベルだけで、なしえないことは明かである。ここに国家

財‘政の介入の経済的基礎がある O そして，この場合，地域統治にかかわる住民の主体的力量が

相対的に高い場合には，地域経済の不均等発肢を国家財政を通してある程度是正することが可

能であるが，住民の主体的力量が国家の自治侵害に十分に対抗できるほど強くない;場合には，

かえって地方自治体に対して国家が財政的に介入することによって，地方自治をいっそう抑配

する。その意味では住民自治の主体形成と深くかかわっている O

(3)地域住民の生活基盤としての産業発展

すでにのベた(1)，(2)の諜題が，それ自体，生産力，経済上の課題であるのに対し，ここでの

課題は，さらに視野をひろげて，地域産業というそれ自体としては経済的活動が地域住民の生

活の緩済的条件としてどのような意義を有するかを検討し，そのことを基礎にして地域産業の

発展の方向を探求することが主眼である。このことについて，布施鉄治氏は，かつて「資本の

論理Jに対抗する「生活の論理Jを提示し，その構造的連関についてその後深めているが10九こ

こでのべようとしている論点もこのような布施氏の提起した論点と共通した内容を含んでい

る。つまり，地域産業が現実に資本の論理で再編成されているのに対抗して，住民の生活の論

理(要求〉を基礎にして，そのあり方，発展方向を民主的に規制，改善する，と L、う課題である。

むろん，このことは，地域産業だけについて国全体の産業構造と無縁に実現できるわけではな

く，その意味で，産業構造政策の民主的改卒，ということにも結びつく課題である O しかし，そ

のような課題に接近するためにも，住民が直接的に身近かに経験，認識しさらに実践できるの

は，まず地域産業についてで必るという意味において，地域産業についての独自の課題がある O

そして，このことの内実は，窮極的には，住民の選択と実践にかかわることであるから，住

民自治の主体形成との関連で深めたのちに， さらに農業主ど中心にしてのちの主主でのべることに

する。

く註〉
1 )この点についてはさきに池場産業として犯鐙し，そのまま本的性格について概括的な考察をおこなったが，

その論旨は主主本的に変っていなし、。詳しくは山国定市 iJ:也場産業と地域開発J (日本科学者会議『日本の科

学者~ Vol. 11. No. L 1977年，所i奴)を参照されたい。

2) 聖子原敏雄 f 日本資本主義と池成経済~，大Jl雲j友， 1978年， 52~61ページ。

3) たとえば野原敏雄『臼本資本主義と地域経済~，大月議Jお， 1978王手， 147~154ページ。

島崎美代子「戦後室重化学工業の構築と労働力編成~ (島崎 稔編『現代日本の都市と幾村~，大月議庖， 1978 
年，所収〕

4)人口移動についてUターン現象とともに Jターンという表現がしばしば用いられている。それは，差是村出

身の労働者が-.EL大都市で就業したのちに自分の郷mに帰るのでなく，そのi尽くの地方都市にとどまること

を示している。しかし， この点について間関呉氏は，それはあえて Jターンというには及ばずU;9ーン現象

であるという。なぜならば， Uターン現象について指摘した熟田俊夫氏の主主義によれば， Uターンはかなら

ずしも郷墜に織ることを前挺とするものではないからである，と指摘している。縄問 亥『人口 U;9ーンと

日本の社会~， 1978年，大切さit，32~35ページ参照。

5)現段階の資本による土地支配の強化とそれを助長する土地政策のもとで農民の室主総土池所有は解体しつつ

ある，という見解もある。 この場合， i解体jをいかに漆解するかによって， 実際に解体が進行しているか

どうかの認識も異ってくる。差益民的土地所有を溺撲に毒事こうとする土地政策がとらえられていることはたし

かであるが，農民的土地所有がすでに崩壊したとする認識は一極的であろう。保志 淘「土地所有と農業生

産力構造J (島崎 稔編『現代日本の都市と幾村~， 1978金色大月議T.s，所収〉
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6)この論旨の詳細については，次の論文を参照されたい。 Illffi定子宮 ril主主主資本と協同組合J (北海道大学農

学部『幾経論議~，第25~長， 1969年，所収〉

7) JlIj掲，山田論文を参照、されたい。

8) 玉野井芳郎 f地方分権の思怨~ 1978年，東洋経済新報社。
9)とくに資源・エネノレギー問題に関しては，単にグ口ーバノレなレベノレ，つまり地球をひとつの閉鎖体系とす

る考え方を超えて，宇宙的主電機で考えるべきだとする見方も提出されている。それらの論点については『科

学と思想~， 1679年，新日本出版社， No.33. 一一特集:資本主義の構造的危機と資源開怒ーー を参照さ
れたL、。

10) くわしくは布施鉄治「社会機構と諸億人の社会的労働一生活課程J(北海道大学『教育学部紀要』第26号.

1976年，所i奴〉宮参照、されたい。

現地域問題と住民自治

地域問題を階級構成を基礎とする対抗関係において把揮する， とし、う小論の分析視角に立つ

ならば，住民自治の主体形成は，そのような対抗関係の中にあって，住民が主体的に対応しよ

うとする擦には欠かすことのできない実践的課題であるO そして，このことについては， 1960 

年代に入って急激に高揚してきた住民運動，さらにそれにひき続く革新自治体の増大，などを

契機に関心を集め，住民自治論，卒新自治体論，公務労働論，などをめぐって議論が深められ

てきたといえるO そこで，以下では，このような既往の議論を概括して深めるべき論点を明か

にし，さの基本的視角についてのべたいと思う O

1 . 住民運動と住民自治

住民運動が日本における地域民主主義運動として鹿史的に重要な役割を果してきたことは，

すでに多くの論者によって指摘されている。1) この場合，住民運動の背後における諸措級相互

の対抗関係に注目するならば，戦前は絶対主義天皇制jの支配下にあり，あらゆる民主主義運動

が弾圧を受けたけれども，そのような状況の下でも，たとえば公害反対践争は，戦後の運動に

継承される重要な成果をあげた。また，農民総合運動を住民運動とみなすことには異論もあろ

うが，労働組合運動が職場に根ざした労働者階級の民主主義運動で、あるのに対し，農民組合運

動は，農業・農民をめぐる主要な敵対関係=地主・小作関係を基礎とするところの戦前におけ

る最大の地域民主主義運動であるということができる 02} また，都市においては，労働組合運

動が主として企業別に組織され，職場ごとに繰りひろげられたのに対し，地域に根ざした民主

主義運動として消費組合運動が一定の展罷をみたことも軽視できない08} しかし， これらの広

義の住民運動は，いずれも準戦時・戦時には，強い弾圧を受けて大衆運動としての展開が事実

上不可能となった。いわば住民運動として崎県の時代を迎えることになる O

戦後民主化の過程で政治活動の自由が保障され，住民運動は新たな段措を迎えることにな

る。新憲法の制定，労働三法の制定，地方自治法の制定，消費生活協同組合法，農協法など各

種の協同組合法の制定，などは，いずれも戦後地域民主主義運動の基礎条件となった。事実，

すでに戦後間もなく1"日本経済の軍事化と財政の中央集権化に対抗する基本的な抵抗力とし

て労働者・農民の運動の発展」りがあったが， 同時に農民運動や生協運動などでは，理論的・

実践的に混迷・低滞をよぎなくされる，という一部もあった。これらの運動は，かならずしも

広範な展開をみたわけではないが，労働組合や農民組合を基軸とする地域共闘として取り組ま

れたことは，それが住民運動として正当な評価.を受けることが少なかったとはいえ，正しく佼

置づけておく必要があろう。

1955年を画期として臼本経経の発展は「高度成長」期に入るが，住誌運動は当初はむしろ低
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滞的であったσ それは，労働総合を基軸とする運動が低迷し，他方，住民組織さと中心とする住

民運動が高揚するだけの条件をもちえなかった， といういわば「谷間Jの時期であったともい

えよう o 1960年代に入ると住民運動をめぐる諸条件が変り住民運動自体がその様相を一変す

る。その背景に急速な地域開発の進行にともなう都市問題，農村における過疎開題の深期化が

あったことは多蓄を要しないところであろう。住民運動をめぐる議論も実質的にこの期を出発

点としているが，それがもっぱら都市における住民運動に焦点がしぼられたことも否定できな

い。そして，住民運動が1960年代の新たな大衆運動の形態で屯あるという点ではほぼ一致してい

たといえるが，それが(1)労働組合など既存の大衆運動組織とどのような関連に立っか， (のその

運動主体の性格をどのように把握するか， (3)したがって，そのことと関連してその運動の発展

方向をどのように展望するか， という点では，多様な見解が存してきたといえよう。このよう

な中で，まず，市民主義的な住民運動について識別しておく必要があろう。それが階級性をぬ

きにした大衆運動論であることは，たとえば松下圭一氏の「大衆自体における自治ないし参加

の現実的可能性すなわち市民的人間型の形成が階級構成・権力構造とは別の次元で問題となら

ざるをえなL、J5)とL、う表現にも端的に示されている。 市民運動はやがて市民参加の意義づけ

へと発展し，都市地域を中心とする地域政策，コミュニティ政策に呼応した運動論として利用

されることになる。

住民運動の階級的基盤宏明かにしつつ，これをさらに住民自治に発展させる，と Lづ立場か

らは，理論的にも笑践的にも多くの論議がかわされている O それらを大別すれば，住民運動の

おこる経済・社会的基盤宏明かにしつつ，その克服に向けての主体的運動として住民運動を位

置づけその発展の方途を解明しようとするものである 6)。 たとえば，似回兵呑門氏は，住民運

動の評価に関しては大射して二つあるとし I一つには，社会変苓に向けてのく運動論レベ

ル〉に関してであり，他の一つは現在問題になりつつある福祉 CWelfare)とL、う課題の社会

変革に向けての笑現の際の， く生産力〉とし、う問題にたいする住民運動の論理的デッド・ロッ

クの克服，に関するものである」と指摘する 07〉似回具氏は， このあと，住民運動の客観的条

件，ならびに主体的条件について明かにする O この中で似出兵氏は，これまでの住民運動の成

果を次の 3つにまとめる o 第一に，住民運動の展開は，地域の既存政治秩序からの離脱とそ

れへの新たな参加勢力を構成しつつあること O 第二に，問題提起や組織化の主体肢を臼常生活

の次元から確立しつつある O 第三に，第二の成果と有機的に関連するのであるが，生活者とし

ての新たな価値を形成しつつあるJo8
)とくに第三は，社会変革の方向性を生活次元から提起し

ている点が特徴的である，とする。そして，同時に，これらの住民運動は，それ自体としての

弱点を内部しているために，上からの改革=再編に対抗するでからの改革=規制を実現するた

めには，なおいくつかの点が補われなければならない，とする O それらの中で，統一戦線の生

産レベルを内包した地域政策の形成とそこにおける労働組合の役割が強調されている。このよ

うな似国具氏の住民運動の分析視角は，都市における生活問題を中心とする運動に据えられて

おり，また，その限りにおいて的を射た分析視角であるといえる O このような視角は，たとえ

ば真回走誌にも基本的に共通しており 9) また，他の多くの論者にも共通している O この場合，

現実の住毘運動が，現に生活問題を中心に渓関されており，したがって，主としてそのことに

着眼して特徴づけを行なっている限りでは，当主ピ得ているけれども，ただ，その弱点を補うた

めの提起として労働組合との連帯や生産点に立った遥動課題の重姿性を指捕したとしても，そ

こに論理的飛躍があることは否定きなし、。生活問題と生産点に立った課題の統一，ということ
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は，現にそのような視点に立った実態把握をふまえてその内的関連を示してはじめて説得的に

提起できる，といえる O この点では，住民運動を大都市におけるそれにしぼってみるだけでは

不十分であって，住民運動を，地域住民の広範な領域にわたる地域民主主義運動として広い視

角で把握することが必要である。

このような視点に立つならば，たとえば，地方都市，農村地域における住民運動の中に，す

でに突践的成果とその発展の援望をみることができる。とくに特徴的なのは，農村地域におけ

る労働・農民運動，とりわけ労農学習運動である O そこでは，叫国兵氏のいう「住民運動の地

域点から生産点への上昇」ではなしに，労働者と農民の双方からそれぞれの生産(労働〉と生

活に根ざした実践課題がい地域農業の再建、、として統一的に把擬され，げんに地域に根ざして

実銭されているom

さて，住民運動については，主として教育学研究者を中心とする接近が重きをなしている O

それらに共通にしていることは，何よりも実践運動をふまえてこれを教育実践としてとらえ，

住見自治の主体形成として検討していることである。山これらの実践的研究は，たとえば藤

偶貞彦氏の次の論述に集約されている O まず，間氏は，住民運動の教育的意義をとくにとり出

して開題にする根拠として「それが単に政治・経済的側面についての権利要求や意識化たるに

とどまらず，今日一つの としての地域住民意識を育てる教育運動となって，政治主体形

成の意識をにないはじめているからであるJ12) とする。また，このような認識をふまえて，社

会教育の計語化の課題を地方自治体の誌主化の課題と結びつけて窃かにしている。ここでは住

民の学習権が住民の基本的人権として位置づけられ r科学の学校」としての住民運動の意義

が，住民の学習をめぐる対抗関係の中で明かにされている。ここで藤間氏の提起する「社会教

育活動の教育科学化J13) は，組織的実践をぬきにしては考えられないのであるが，この点につ

いては，次の三つの実践例を検討の素材として提示することができる。その一つは，別海町に

おける労農学習運動である O その特徴は，労農学習運動に{乍民が幅広く結集していること，単

なる政策批判ではなしに自主的地域づくりの一環として農業の自主的発展が位置づけられ，そ

の方向と条件を模索する笑銭の一環として地域住民による地域調査が実施され，住民自身によ

って科学的研究が行われていることである。14) 第ニの例は，岩内町における原発反対の住民運

動である。この運動の特徴は，住民運動が民主的科学者の組織(日本科学者会議〕との連帯の

もとに科学的調査を基礎にして実践されていることである山。いま一つの錦は全農協労連の地

域調査のとりくみである。この実践の特徴は，労働組合が地域問題に真正面からとりくみ，研

究者集簡の協力のもとに地域調査を実践の不可欠の条件のーっとして位置づけていることであ

る016〕これらの実践のいずれもが，まだ事例的域を出ることができず，一般化の条件の成熟は不

十分であるが，それらに共通している成果，個別的・経験的実践→集団的・科学的実践，という

住民運動における学習活動の発展の道ずじはヲさらに深めるべき意義をもっているといえよう。

以前から主として社会教育活動における住民の主体形成につし、て理論的，実践的に接近して

いる島問修一氏は，住民自治にかかわる住民の主体形成について，その内突を次のように提示

するo iそれは(住民の主体形成一一引用者〉自治体の政治的自立と住民意志に誼結した政治

を実現させる政治活動の主体としての自己形成にとどまるものではなし、。みずからのかかわる

生活と生産への主体的なとりくみを過して，地域の産業と経済の発援を見通す計画の策定と

行を担える生活と生産活動の主体としての自己形成はもちろん，自治体の文化水準を高め，住

託自身と生まれ育つ若い世代との成長と発達を保障する条件をととのえる教育と文化活動の主
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体としての自己形成も包みこんで探求されなければならなし、Jl7Jと O そして，このような意味

における住民の主体形成をなしとげていくうえでは，組織労働者はとりわけ重要な役割を担っ

ているとし，r民衆大学」創造の展望が明かにされている。ここでは，諸偲人の主体形成につい

ての内容があまねく提示されており，さらにその実践の課題が教育をめぐる対抗関係の中に位

置づけられ，方向と展望についてふれられている点が特徴的である。そして，このような住民

の主体形成の中で， r教育・学潔運動の組織化は，政治や生産や文化と並べて論じられるべき

教育問題としてでなく，それらの問題を国民の立場で主体的にとらえかえし変革していくため

の科学的認識と行動の力量を培う運動」山として意義づけられる。ここでは，住民の主体形成

宏教育問題として限定的にとらえる従来の教育学的接近にはみられない窮極的提示が含まれて

いる。しかし，同氏が主体形成の内実として指摘している個々の内容とそれらの相互関連，そ

して，それが住民自治に条約されるときのその内的連関はかならずしも明かではなL、。

この点に関しては，島恭彦氏や池上博氏らの主体形成論が，島国民や藤縄氏らの論述と松補

う関係にあるといえる O それは，自治の担い手である住民そのものの統治能力の発達過程の科

学的な接近に多くの示唆を与えるものだからである019〉しかし，そのような問題提起の帰結と

して向氏らが強調していのるが公務労勘の意義にあるとすれば，それは，一方で個々の労働者

(住民〉の「全面発達jを直裁に権力・行財政レベルの問題に結びつける， とし、う不十分さを

示しているといえないであろうか。住民の主体形成と公務労鮪とにかかわる内的論理，実践的

課題が，さらに具体的，実証的に深められなければならないといえよう O し、し、かえれば，従来

の住民自治論や自治体論の多くはヴィヴィッドに現実の問題をとらえつつも，それ自体の内在

的論理としては，運動論，政治論の域を出ていなかった， といえよう O この点にかかわって，

たとえば財政問題は，住民の生産・生活の問題と，政治・行政レベルの問題の結節点ともなり

うるのであるが，それが地方財政問題として深く地域に下りて解明しつくされていなかったこ

とも反省されなければならない。

住民自治の発展をめざす住氏の主体形成は，それ自体，自己形成の過程であると同時に，社

会的関連の中にある住民による地域認識，社会認識を基礎とする創造的実践の過程である。そ

れは，従来，教育問題の中で論じられていたような単なる偲人的自己形成過程ではなく，組織

的，社会的実践である。組織，社会をはなれて個人としての主体形成が自立的になり立つわけ

ではない。したがって住民自治の担い手としての主体形成にかかわる個人，組織，地域，社会

の内的関連がさらに探求されなければならないのである。削

2. 住民自治の主体形成一一小括にかえて一一

住民自治の主体形成についての小論における基本視角は，すでにこれまでの小論の論述から

明かであろう。この節では，その視角の内容をさらに深めるのが主娘である。地域問題を中心と

する住民自治の主体形成は，小論のこれまでの論述をふまえて次のように要約することができ

る。 (1)現段階の地域問題は，資本主義の全般的危機の主要な側面の一つをなす。 (2)そのような

地域問題をめぐる対抗関係は，次のような内容をともなう O すなわち，国家独占資本主義体制

の{溺からみれば体制維持の死活の問題(それゆえに危機である〉が，それ自体として克服・解

決の条件・展望を持ちえなし、他方，住民の1JIJlからみれば，地域問題の深化はそれ自体住民の

会関化としてあらわれるが，同時に， この過程で，生産の社会化，労{動の社会化，そして生活

の社会化と深く関連しつつ，住民自治の主体形成を必然化しまたそのことを促す。 (3)この場合，
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住民が地域問題を克服・解決するためにみずから人格形成を進めるということは，単にみずから

の貧国化の克服の主体的条件であるばかりでなく，支配体制の{則が地域問題の条件を主主体的に

失っている現段階においては，社会発展史の中で不可欠の意義をもっている。 (4)そのような意

義をもっ住民自治の主体形成は，単にのぞましい方向としての「願望J的な実践課題ではなく，

その客観的基礎は，地域問題の深刻化を基軸とする住民の費問化それ自体の中に存する。 (5)こ

のことは貧困化の基本的認識にかかわることであるが，小論では，地域問題の深刻化の中での

住民の経済的状態の悪化に加えて，住員の多面的発展が，その客観的条件が存夜しているにも

かかわらず，間止され歪治されていること，の中に求める o (6)そして，住民自治の主体形成と

は，まさしく，住民みずからの多面的発展を実現してし、く過程そのものにほかならなし、。この

ような道筋を追ってきたうえで，その内突をさらに検討していくことが以下の課題である O

このような見地から，住民自治の主体形成の内実として第 1にあげなければならないのは，

、、労働力の胸治、、であると理解する 021〉それは，さらに次のような内容を含んでいる。 (1)住民

の中でも中執的で指導的位置をしめる労働者の多面的な発展の条件は，彼らの全生活過程の中

で主要な構成部分をなす労働過程， したがって生産過程において成熟する 0
22

) (2)すなわち，す

でにのべたように，資本主義の生産力発展がマニュブァクチ品プ段階から機械制大工業の段階

に移行する過程で，生産の社会化が進み，労働者の多面的発展の可能性が与えられる。この場

合，その多面的な発展は次の二つのfl¥ijll去をその内実として含んでいる。その一つの側面は，労

働者自身の労働力能を部分的にではなく，多面的に発揮できる可能性としてである。そしても

う一つの側面は，このことを基礎とする生産力の多闇的発展の可能性としてである。後者は，

具体的に，生産力の多面的な編成の可能性として，さらにそれは，単に個別資本の生産過程の

中での編成の自由度の拡大としてでなく，社会的生産力の発展が多面的でしかもより自由度を

拡大する中で発展する，ということを内実としてL、る o (3)この二つの倒閣を結合する結節点と

なるのは，労働力のあり方であり，その生産退程における力能の実現の仕方である。すなわち，

上述のような意味における，労働者の力能の多面的な発展の可能性と個別的ならびに社会的生

産力の多面的な発展の可能性は，それ自体，統制・統合力の形成なしには無秩序におちいって

しまう O これを労働者個人に却していうならば，単に多面的でなく統合する能力を含めた総合

的な発展〈このことが教育学でいう全面発達とどのようにかかわるか， ということはのちに検

討する〉が求められるのであり，また，生産過程に却していうならば，統率する労働を不可欠

とする o (4)とくに生産過程を統率する労働に関しては，これが分業(個別生産過程にあっても

また社会的にも〉として分化することは，そのような労働の唯一の定夜形態ではないけれど

も，資本主義社会のもとにあっては，それが分業の一環として臨定化し監督・管理労働として

自立化すると問符に，それが資本家階級によって独点される(あるいは，この監督・管理労働

が労働者贈級の一部に回定イじされた場合には，資本家階級に迎合する明労働貴族、、の発生の基

盤となる〉。この場合，監督・管理労働が資本家階級に従属するということは，単に分業の一部

が資本家階級に独占されるとし、う意味だけではなく，労働力としての多関的発展，生産力の多

面的発展が，資本蓄積法則によって租止され歪曲されることを許す条件となる O 労働生産力が

資本の生産力として発現するとしづ生産力の資本主義的仮象の基礎の一つは，まさにこの点に

あるといわなければならなL、。(めこのような意味において，監督・管思労織を労働者階級の手

に奪閤ずることは，労働者自身が多話的・総合的に発展するためにも，また生産力が個別的に

も社会的にも多面的・総合的〈均衡のとれた〉発展をとげるうえでも不可欠の条件である。そ
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れと伺持に，このことは，労働者個人としての労働力の淘冶として不可欠であると同時に，必然

的に労働者集団としての組織的課題である。つまり，生産過程(個別的・社会的〉の労{動組織

の中に組織的に位置づけられた労働力の掬冶は，それ自体労!勤者個人として自己完結的に実現

できるのではなく，組織的に位置づいてはじめて可能である(この点では，労働の社会化の未

成熟なマニュブァクチュア段階の熟練労働者の陶冶過程とは向じように分業を基礎としつつも

本費的に区別される〉。 このことの歴史的実験はマルクスの指摘する協河組合工場に求めるこ

とができる(小論の前号掲載部分を参照されたい〉。 つまり， ここにおける協同組合工場の意

義を労働力の陶冶とし寸視点からみるならば，それは，監督・管理労働を資本家階級から奪臨

し，労働者の労働力としての多国的・総合的発展，協同総合工場を単位とする生産力の多面的

・総合的〔均衡のとれた〉発援を，労働者摺級の手によって実現していることを意味する O そ

の意味で協同組合工場は，労勘者階級にとって，労働力の陶冶，教育の場である，といえるの

である o (6)以上のことをし九、かえるならば，労働者自身の多面的・総合的発践と，それ自体生

産力発展の契機となる分業の発展とが統一的に実現するためには，生産過程〔労働過程〉にお

ける労鈎組織の民主的編成をぬきにしてはありえないわけである O そして，このことが，資本

主義的な生産力発展によって詔害・歪曲されている， ということをあらためて貧国化の内実と

してとらえる必要がある，といえる 023} そして，このような致由化の克服.11.:揚ということを

した場合，生康手段が資本家階級によって独占的に所有されているかぎり，生産過程(労働

過程〉の民主的編成は基本的にきわめて罰難であること(この点では，小生産者の場合には，

生産過程において共同組織を組織することが不可能ではないが)， したがって，搾取関係その

ものの廃絶ということと合わせて，生産手段の森田が基本的課題となること，そのために労働

組合が，労働の社会化を基礎とする労働者階級の組織として重きをなすこと，があらためて確

認されなければならなし、。 (7)生産過程〈労働過程〉において，労働者が単に機械に隷属した部

分労働者であることから脱却して多面的に労働力能を発揮するうえでは，生産過程の全体につ

いての科学的認識が不可欠で、あり，監督・管理労働もそのような生産過程の全体把握に際して

の一つの構成部分をなすのであるが，それは，単に個別的生産過程の枠内にとどまるものでは

ない。いうまでもなく，偲別生産量過程における個々の労働は，それ自体，工場内分業の一端で

あると開時に社会的分業の一環としても位置づけられている。しかし，偲別生産過程内で資本

に隷属し，商品の交換通程からしゃ断されている労{勤者は，労働過程にあってこれを直接に認

識することは困難である O しかし，生産の社会イヒを基礎とする労働の社会化に着尽するならば，

それは，主として労轍組合をはじめとする労働者の組織化によって，この認識の枠を克服する

ことができる。いまや，労{勤者は個別資本ごとの生産過程の総体を認識しうるだけではなく，

それが社会的総生産過程，資本循環の総過程においていかなる位置におかれているか，という

ことを認、識することが可能である。ここにおいては，労働者の主体形成は，単に労働力の陶冶

にとどまらず，労{勤者としての全人格的な絢冶をめざすことになるO みずからの労働の社会的

位置づけ，その資本主義的本質の認識とともに，みずからの生活を含めた主主困化の総体が認識

され，その克服の道を探求するようになる。ここにおける労働者の人格形成は，労働力の陶冶

を含む変革の主体形成へと発展する O その意味では，労働者の統括能力が問われているわけで

あるが，池上惇氏が指摘するように，これを労働能力と区別して性格づけることは適切ではな

い。ここで関われている統治能力は労働過程における統括能力(監督・管理〉と区別される能

力ではなく，それを含む能力として発展的に把握されなければならない。(めそして最後に，労働
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力の梅治，と L、う場合，この明労働力、、自体の意味が関われることになる O それは二つの意味

において吟味されなければならなし、。その一つは，労鋤カについて，これをその資本主義的形

態である労働力高品として，つまり，資本・賃労働関係のもとにおいて，資本家の要請の枠内

(それからはずれた場合には労働力商品として認められない〉での労働力の鞠冶として考える

かし、なか，という論点についてであり，いま一つは，労働力を労働者の全人格としてとらえる

かし、なか，という論点についてである O いずれも労働者の人格形成にかかわる根本問題であ

る。これらの点については，次のような論点をさらに深めるべき諜題として提示しておこう O

まず，第 1の点については，労働力の陶冶が労働力商品としての陶冶であることは，資本主義

社会のもとでは，その内突を規定する基本枠であるが，同時に，そのようなもとでの労働力の

陶冶は，みずからその枠をうち破って，労働能力の本来的(したがって最も人間的〉な発現と

そのいっそうの発展に結ひ、つくものである(このことは小論における会問化に関する立論に立

脚している〉。また，第 2の点については，労働力を労働者の全人格の表現とすることには疑

問が残る，ということを指摘するにとどめざるをえなし、。この論点にかかわって，たとえば荒

叉重雄氏は r労働者は労働力の定在である。労働者の全身はこれ労働力であるJ24l といい，

また，論震はやや兵るが，宮沢賢治氏は r生産力の担い手としての人間J25l を提示してい

る。人関にとって労働がもっとも人間らしい営みであり，また，個人にとっても人間社会にと

っても不可欠で、あり，そのかぎりで生活過程の鍵概念として重視しなければならないことはい

うまでもないが，労働そのものを目的化してとらえることは適切で、はなかろう。つまり，労働

者の人格形成を労働ないし労働力に限定したり目的化してとらえることはできないと考えるO

以とのように考察を進めてきたうえで，労働者階級をや心とする主体形成を，労働力の悔冶

を基本的にふまえつつさらに発展的にとらえる必要がある。このことが深めるべき第 2の課題

となる。この場合，労働者ーの生活(労働以外の〉過程を労働力の再生産過程としてとらえるこ

とは，開題の根幹に追りつつも，それに限定されると L、う意味において適切ではなかろう O な

ぜならば，生産過程(労働過程〕と労働力の再生産過程が分断された中で，資本の支配が次第

に後者に及びつつあることが，労働者の生活問題として重要な意義をもっているからであるO

労働者階級の側からみれば，労働過程と(それ以外の〉生活過程との統一，したがって労働時

間と生活時間との統一，さらにその両者の内実の統ーということがみずからの生活問題として

大きな位援を点める課題であるが，このことは，すで、にのベたように生活の社会イとを基礎とし

て深められなければならなし、。すなわち，生活の社会化を労働者の主体形成の条件としてみる

ならば， (1)労働者の生活過程そのものの中に含まれていた生活にかかわる労働〈たとえば，家

事労働，育児労働〉を偲別労働から社会的労働に転化させる。 (2)その過程で生活過程にかかわ

る専門労働力を社会的に形成すると同時に，労働者家族を基礎とする共持労働を形成する。 (3)

これらの過程と関連しながら生活にかかわる蕗品やサーヴィスが社会的に供給され，その領域

がますます拡大される O

このような生活の社会化を通して，労働者の陶冶が単に労働力の陶冶としてではなくより広

い領域にわたって進援することになるが，しかし，それは，労働力の駒治が生産過程における

生産の社会化，労働の社会化を基盤として進行するのとは，次の諸点において匹邪されなけれ

ばならなL、。 (1)生産の社会化は，機械なその物質的基礎にして進むのであるが，この機械に匹

敵する生活手段(消費手段〉の内突な，労働者の生活過程に求めることは菌難である。資本の

直接的生産過程においては，機械と結合する労働力がそれ自体，労働組織の下の共同労働としで
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機能するが，労働者の生活過程では，このような共同労働の形成が必然的に要請されているわ

けではなし、。 (2)もちろん，すでに指摘したように，労働者の生活過程においても社会的共同消

費手段が形成され，それに対して，一部ではこれと結合する専門的労働力が結合することもあ

り，まずこ， 合中心とする家事労働として機能することもある O 前者は，直接的生産過程にお

ける共陪労働の形成と基本的に共通しており，その意味では生活の社会化にかかわる独自の問

題ではなL、。後者については，たとえば協同組合において組合員による共同労働(主とし

門労働者の形成が未成熟な領域について〉が形成される場合もあるO しかし，全体としてみれ

ば，社会的共同消費手段に共河労働の形成がかならず見合う，というものではなかろう o (3)資

本の直接的生産過穏において労働の社会化が必然的に進むのは，労働の形式的・実質的包摂が

進み，資本・賃労働関係とし、う敵対的関係が基礎となっている O 労働組合は，労働jの社会化を

基礎とする具体的な組織形態であるということができるO しかし，労働者の生活過程は，その

労働過程における場合とはちがって直接に資本に包接されているわけではないので，労働過程

における労働の社会化と開じように，生活過程における生活の社会イとが労働者の組織化を提す

とはかぎらなし、。しかし，資本が，労務管理の一環として，あるいは主として商品の流通過程

を媒介する流通対策を通して，労働者の生活過稼に対する干渉・支配をいっそう強化するなか

で，これと対抗的関係に立つ労働者が，労働組合運動とはちがった組織的運動を進めることも

またたしかである O このような見地から，協同組合やさまざまな内容をもっ消費者運動をその

ような性格の組織的運動として佼霞づけることができる O しかも，このような主体的運動が労

働組合運動と密接に関連していることも否定できなL、。

つまり，ここでは労働者の掬冶過程が，その基較になる内容ともいえる労働カの陶冶過程

と，さらに，その枠をこえて主として生活過穏を基盤として生活の社会化と密接にかかわって

進む陶冶過程とに区分して考えたうえで， さらにそれらを統一的にとらえて広範な領域にわた

って労働者の陶冶が進むものとして理解することができる O

以上，労働者の人格形成をその梅冶の側面から明かにしてきたのであるが，当然のことなが

ら人格形成の内実はこのような陶冶の側面に尽きるものではなL、。労働者にかぎらずひろく住

民の主体形成についてみる場合，その内容と実現の条件などのように考えるべきであろうか。

この点にかかわって，さらに次の諸点を指摘しておく必要があろう O

第 lに，労働者の階冶過程は，みずからがかわっている生産・労働と生活とにわたって進む

のであるが，その場合，そこでは両者を統一的に認識し実践する視角が必要である。労働力の

陶冶にかかわっては I労働の全面的な可動性J (マノレグス〉のもとで労勘考がみずから能力

を個性愛かに発揮するとともに，生皮(労{動〉過程において労働組織を統括する能力が重要で

あることをすでに指摘したが，ここで求められているのは，そのような能力を含みつつもそれ

にどまるものではなし、。単に労働力としての豊かな個性の発揮にとどまらず，に，人間として

の個性の全面的な発達が求められるといえよう O たとえば，中野徹三氏は，この点にかかわっ

て r物質的，社会的，政治的，精神的生活=活動過程全体!についての認識の重要性を提起

しているが，このことは住民の主体形成を総体としてとらえるうえで重要な示唆を含んでい

る。ここでは自立した傍人としての自分自身と何時に，自然存在，社会的存在としての自分自

身とともにさらに諸個人の社会的関連についての認識が不可欠となる。そのような意味におい

て，さきに労働力の陶冶にかかわってのベた労織組織における統括能力(具体的には監督・管

理労働〉を含みつつもさらに拡充された能力=地域社会を全体的・統合的に認識し統括する能
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力が求められる O これを地域統治能力ということもできょう O つまり，ここでいう統治能力の

意味する内容は，池上淳氏のいう労働能力と拡別される統治能力ではなく Yにむしろ，前述

したような意味における労働能力(労働力の陶冶による〉を含み，それを基盤とする労働者の

発達の内突を示すものとして考えられているのであるO そして，このことは住民自治が成立・

発展するうえでの基本的条件のひとつをなすということができる。この場合，地域統治能力の

具体的な内実として求められているものは，生産，消費，流通，政治，文化，教育，芸術など

多岐にわたり，さらにそれらを統括的に認識しその発展の方向を探求・実践することなど広範

にわたるけれども，その主要な内容のーっとして，たとえば地域産業に関しては，すでに

で地域産業の発展の基本課題，で提示した点が重要な視点をなすものと思われる O また，その

中で指摘したことからも明かなように，地域社会の統治能力，とし、う場合，それが地域社会の

枠内に娘られるものではなく，ひろく社会認識，世界認識にかかわることはいうまでもなし、。

そして，このことが伎民自治の発展の基礎的条件の一つをなしている。

第2に，このことをふまえて住民自治の主体形成としてより広い範閉で検討することが求め

られる。この場合，その基礎的条件として，個々の労働者は，それぞれ社会的分業の一端を扱

うことによって間接的にではあるが社会的関係を給んでいる， ということを重説する必要があ

るO さらに，労働を基礎とする労働者相互の関係が，生産過程内にあっては機械をはじめとす

る生産手段を媒介として，また社会的には商品の交換過程を通して間接的にしか結びえないと

いうことは，窮極的に克服されなければならない課題をその中に含んでいる(前章で、のベた産

地車結はこのことについての部分的克服という意味をもっている〉といえるけれども，このこ

とは，他閣において住民自治の主体形成が，単に個人の発達にとどまらず，社会的関係におい

て進む，ということの経済的基礎をなしているのである O

したがって，住民自治の主体形成をめぐ、る住民相互の関係は，基本的には，住民のそれぞれ

の労働な基礎とする社会的関係，労働者相互(相互に異った労働に従事する〉の関係として，

さらに住民諸階層相互の関係，として発展することになるO このような過程を通して，主体形成

にかかわる諸課題が，労働と生活とを基軸にして共通の課題として確認され，実践的にも検証

されることになる。とくに，この中で生活上の諸課題は，同一地域にあっては大多数の住民に

共通するというー簡をもっており，住民の合意形成とそれにもとづく統一的行動をとりやす

い，という一面をもっている O 従来の住民運動が地域において生活問題を中心にとりくまれて

きたこと，住民自治が主として生活問題を基礎に発展してきたこと，などもこのことと密接に

かかわってし、るといえる O しかし，反溜，労働(生産〉との関連合較視した住民自治の主体形

成は，ありえないわけであって，双方の側面を統一的に把握することが住民自治の主体形成の

基礎をなしている。この点では，生産の社会化，労働の社会化を，を基礎に主として労働者の

主体形成の問題を深めようとする立場から多くの成果を出している富沢賢治氏 28) 仲村政文

氏，即売島邦夫氏30) らの諸成果に教えられる点が多L、。

そして，このようにして住民相互の社会的関係が深まる中で，この関係自体を組織化し，必要

によっては住民組織の確立が具体的に求められることになる。この点を第3の課題として指摘

することができる。しかし，この場合，住民自治をめぐる議論においてとかくそうであったよ

うに，住民運動組織にかぎってみるだけでは不十分である O 労働組合，協用組合，各種クソレー

プ，サークル，その他住民の主体形成にかかわるさまざまな組織，集団をすべて視野に入れて

総括的に把握することが必要である。そして，そのような中でとりわけ公務労働の役割が正し
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く{立置づけられなければならなし、。これまでの議論の中では，公務労繍が閣の機関や地方自治体

の労働者にかぎられ，しかも，公務労働者が住民との対比・関連において独自に位置づけられ

る傾向があった031} しかし，公務労働論については，すくなくとも次の誰点をふまえて深める

必要がある。 (1)公務労働の根源は共同体(共向社会〉の形成にともなう共同事務に端を発して

いる32) (小論の前稿を参照されたい〉が， しかし，このような共同体における共同事務労働は

公務労働の本来的内容を示すものではなく，それは単に康史的な端諸を与える契機にすぎなL、。

その性格と内実は歴史的に変化する o (2)とくに，資本主義の下における共詞事務労働について

は，生産の社会化，労働の社会化を基礎にして，さらにその資本主義的歪曲の側面を明らかにす

ることが必要であって，古典的な共同事務との対比でその資本主義的歪曲，解体の側面を強調

するだけでは不十分である加。共同事務労働が生産の社会化，労働の社会化，さらにそれを基

礎とする生活の社会化にともなって進展・拡大しているが，その事業主体は，一般に指摘されて

いるように，国家や地方自治体などのいわゆる公的機関に限られるものではない。その枠を越え

る領域として，たとえば協同組合は，このような共同事務労働を含む独自な組織〈自主的共同組

織〉ということができるとともに，これに類似した組織・機関も少なくないということを軽規

することはできな¥，，34)。さらに，共剤事務労働が私営で担われている場合が少なくないことは

私立学校，私営病院をひきあいに出すまでもなく明らかであろう O それと問時に，このような

事業分野に資本主義的企業が乗り出す傾向もいっそう強くなっている。このこと自体，

務労働を資本主義的に歪曲する条件となることは否定できないが，反面，民間企業においても

そのような「公共性」を無捜しえないほどに生産・労働の社会化，生活の社会化が進んでいる

ことも軽視できない。制このように公務労働については，社会的分業の発幾，そのもとにおけ

る生産・労働の社会化，生活の社会化という広い視座のもとにその現段階的性格を解明してい

かなければならなし、。

そして，第 4に，その考察の一環として協関組合について述べておかなければならない。協

陪組合が，単にいわゆる協関組合問題としてではなく，地域認織の中で不可欠の意義者ど有する

ということについては，すでに小論の前稿でふれた。このうちで，とくに生産者協同組合につ

いてはこのあとに予定している小論の続稿で農業協同総合についてのベる予定なので，ここで

は生活協同組合について概括的にふれておきたし、。

協同組合については古くから議論が多いけれども，その現段階的性格の解明は，とくに生協

については実証分析が進んでいないために十分に進んでいるとはいえなL、086〉ここでは，生活

協関組合について全体的に考察することが民的ではないが，その組織，活動の実態との関連に

おいて，住民自治の主体形成にかかわって次のこ点を指擁しておきたし、。 (1)現在，日本におけ

る生活協同組合は，職域主主協と地域生協に大却されるが，その組織と活動が急速に進展して

きたのは 1960年代に入ってからである。それがこの期における生活問題の深期化にほぼ照応

していることはいうまでもなL、。そして，この期にとりわけ急速な進展を示したのは地域生

協である。その概数についてみると，地域生協について生協数661.生協組合員数 5，8634千人

(し、ずれも 1977年度末現在，日生協調〉で， これを住民世帯数34，859千役帯に対比した組織

率としてみると 16.8%になる。さらに，小売総売上高に対する生協供給高の比率(占有率〉

では 1.2克になるO このような現況をふまえて住包すべきことは，地域生協の実質的な加入主

体は主婦である， ということである O つまり，それまではほとんど社会的関係を結び組織活動

に接することのなかった勤労者家族の主婦が，生活の社会化，生活問題の深刻化た背景とし
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て，生活協同組合とし、う住民組織に加入し活動する機会を得た，と L、う事実に注目する必要が

ある O さらに，いうまでもないことであるが，生協は民主主義的運営合原則とする自主的協同

組識であるから，加入した主婦は，生協を基盤として地域の担い手としての主体形成を進める条

件を有しているといえるo (2)し、ま一つの問題は，生協の地域別組織動向に示される特徴につい

てであるO すなわち，生協の組織状況を組織率として都道府祭加にみると，最高の兵庫 38.7%， 

最低の滋賀 3.7，9ぎまでかなりの開きがあるが，さらに，これを都市の人口規模別にみると，そ

の大半が人口 5万以上の都市に集中しており， 5万以下の都市ならびに町村では皆無に近い。

もちろん，農村地域では農協の存在を考慮に入れなければならないが， しかし，大勢として生

協が大都市に集中し，地方都市ならびに農(山漁〉村地域で空白に近い状況であることはたし

かである。このことは，生協の組織化が都市問題の深刻化と深し、かかわりをもっていることと

関連していると同時に，住民の主体的条件のちがし、を反映しているといえるO 反面，このよう

な生協の組織化をめぐ、る地域差は，連合組織などによって地域的活動から全国的活動へと拡が

る中で克服できる可能性をもっている O

なお，住民自治の主体形成と地方政治，地方自治体の関係についてで論ずべき点も多いが，そ

の具体的考察は小論の続稿において農業・農村の問題を検討する際に委ねることにする。ただ，

地域における住民の主体形成がかぎられた地域内においてのみ進むわけではなく，地域的，

闇的な階級構成のもとで，全国的な関連〈主体的条件としては連帯，共間関争〉の中で，地域

社会の{菌性的な豊かな発震をめざすその担い手としての住民の主体形成を内容としており，そ

の遜程で住民一人ひとりの個性豊かな人間としての発達が達成される，ということを付言して

おかなければならなL、037〉

そこで，最後に第5点として住民自治の主体形成を住民の全面発達と結びつける議論にか

かわって，深めるべき論点について鰐潔にふれておこう O この論点にかかわって，たとえば二

宮厚美氏は，問中高人氏(全国障害者問題研究会〉の問題提起にもとづいて，発達の 3つの系

すなわち，偲人の発達一一集団の発展一一社会の進歩，の三つの系の統一，になぞらえて，発

達の経済学は「社会の発展をつうじて個人・集団の発達がし、かに法則的におしすすめられるの

か，と L、う研究をおこない，諾傭人の発達を直接には諸錨人に郎しつつ中心的にとり扱う教育

や描祉の理論と切り結びあう関係にあるJ38) とし， 1その意味で，社会の発展法則をいわば

窓口として諸個人の発違法則を発展してゆく課題J39) が発達の経済学の目ざすところであると

L 、ぅ O そして同氏は「社会の全器発達J40
) とL、う表現も用いている O 経済学が諸俗人の発達に

i深くかかわり，単にそのための経済的諸条件の解明にとどまらず，労働力の梅治，生活の社会

化など諸街人の発達の内実にかかわる問題をその研究領域として含んでいることはすでに小論

でも明かにしてきたが，しかし，個人の発達を社会の「発達Jと臨接的に関連づけて「発達の

経済学」と L、うのは範時の拡げすぎかないしは類推の域を出ない用い方といえよう。 lまぼ同様

の問題点は池上惇氏の論述についても指摘できる 041〉また，池上氏のいう主体形成は，結局に

おいて運動の主体としてのあるいは統治者としての主体形成，その発達を問題にしているよう

であるが，そこで提起きれている内容がただちに全面発達に結びつくわけではなし、。諸伺人の

全額発達は，経済社会的諸条件に規制されつつも，それ自体としてはすぐ、れて教育問題であり

教育科学としての解明を不可欠としている O この点では，クルプスカヤ仰をはじめとして，わ

が闘でも矢111徳光氏らを中心とする研究成果仰が示唆的であるO 日下のところ全面発達をめ

ぐる議論は，多分に教育上の理念として，ある L、は社会主義のめざす人間像として論じられて
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いる傾向が強いが，その内突を深めるためには，総合技術教育をめぐる議論も深L、かかわりを

もっている44九といえるが， 各分野からの総合的研究を必要とする諜題であるといえよう。

住民自治の主体形成にかかわる問題は，それ自体理論的に深めるべき論点を多く含んで、いる

と陪時に，実証的分析によって裏づけていくことが必要である O その意味において以下の小論

の続稿においては，農業・農民について考察を進めたいと思う O

(付記〉この稿をまとめるにあたっては，美ゴ二路達雄教授を中心とする社会教育大学院ゼミナ

ーノレ，道立総合経済研究所内の地域問題研究会，さらに鈴木文憲氏をはじめとする数人の

有志で行なっている農協問題研究会の討論成果から多くの教示をえた。関係の方々に誠意

を表しておきたし、。

く註〉

1)たとえば次の論穏を参照されたい。

島 $彦・西山卯三他殺修『譲渡，現代行本の都市問題 8 /ífj rTJ問題と住民運動~ (この巻吉本慾一・遠

藤 晃編)， 1971年，汐文社，とくに， ffin主主，住民運動の浬告と隆史(宮本滋ー);日本科学者会議『公容

と人間社会~， 1975年，大月三塁間。

2)差是民組合運動における運動方針，運動による成巣など唱とみると， :t1!!，j或住民としての姿求， とくに生活問題

にかかわる婆求が多くとりあげられている。農民組合五十周年記念祭実行委員会総『差是民総合五十年史~，

1972年，御茶の水E書房;幾民総合創立五卜潟年記念祭北海道笑行委員会『北海道農民組合遂動五十年史1
1974'民などを参!日現されたい。

3)日本における治資組合遂動については次の著作を参黙されたL、。日本生活協同組合連合会 n晃代日本生活

協同組合j護軍吉史1 1964年。
4)島 恭彦編『地方財政の潔論と実態~， 1955年，有斐関， 203ページO

5)松下圭一「市民参加Jj， r現代に生きるJ]， 1971 年，東洋経済新報技， (ヨ三文堂 n見t¥;;のエスプリJ]No. 93， 

ページより引用〉

6)このような考え方に立った論稿は数多いが，その主なものは次のようである。

似回具望号 F~ I地域問題と{主民運動J(n見f¥;;と忠、怨J]1975年，青木議!苫，所収〉

宮本古豪ー「住民運動の理論と漆史J(ぬ 恭彦・閉山卯三f也監修口語a<. 現代日本の都市間態 8 都市問題

と住民運動~， 1971金札所収。

遠藤 晃「と住民の都干しへの突践課題J(島 恭彦他監修，前掲謬，所i反)

i弓 「住民運動によド生える変革の d思想、J(11'文化評論~， 1971若手10月号，所i奴)

7)似閲兵呑門，前掲論文， 202ベージ。

8)似E8ffil-番内，官官掲論文， 217ページ。

9)主主国 是「住民運動の組織論J(11'滋代と思想~， 26， 1976年，青木譲1苫，所収)

10)このような実践の事例として幾治労連の災践がある。iI':差是協労連 20if.史編著革委員会編『差是協労働運動の

あゆみ一一全至急協労連の20年一一J]， 1978年，労働旬報投。

11)たとえば，次の論稿をあげることができる。

aE毛教育研究所綴祭『悶民教育J]，第 2号，特集・地域と教予f. 1969年。
同 『閤民教育~，第12 号，特集・財界の「教育改革」論;地域の教育研究運動。

自治体問題研究所繍 F地域と自治体~，草寺 1 集。
国民教育研究所続祭『自民教育~，第23号，特集: j也滅の課j翠と教育。

自治体問題研究所編『地域と自治体~，第 7 集，など。

12)族問F竜彦『社会教育突践と民衆意識ふ 1977年，率二七文化， 269ページ。

13) 同 前矯警， 287ベージ。

14)詳しくは，山限定市下地域幾業の自主的発展と労君主学習運動J(千野陽一綴『コミュニティと社会教育J]，

1976年，東洋熊，所収〉

15)詳しくは，山田定l台作成場産業と地域開発J(日本科学者会議11' 13 本の科学者~， 1977年 1月号，所収〉

16)詳しくは，鈴木文蒸「今日における農業問題の所夜と地域・農村調査J(自体問題研究所綴『池域と自治

体』第 8~長， 1978年， 自治体研究む.，所収〉

17)島問修一「地方自治と住民の主体形成JCII'科学と思想、J]No. 32， 1979年，所収)90ページ。

18) 間 前掲論文， 93ページ。
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19)島 恭彦監修『講座，現代経済学 I~， 1978年，育水警践にその最近の成果がまとめられている。

20) レーニンがとくにE重視した労働の社会11:;.:1:， この内的関逮を明かにするキー概念であるといえよう。くわ

しくは，小論の前号渇裁分を参照されたい。

21)このこととかかわって，道又健治郎氏を中心とする研究グループが，労働力の陶冶過程について，矯激な

実証分析を進めていることは，労働者の陶冶過程の考察を進めるという課題に照らしでも薮j期的な成果とい

えよう。悶氏らの研究の端緒的成果としては次の論稿を参照されたい W鉄鋼業の「合浬化」と企業内教育

U(北海送大学教予子学部産業教育研究計題研究絡設，研究報告11， 1974年〉。
22)この点については，池上 ↑李氏も概括的にふれており，また池上氏の指摘するように，二宮摩美氏の論稿

でもふれられているけれども，それは，労働者の陶冶をまず務本的課題として扱えたうえで，その内突を発

展的にとらえるべきだ， という明確な内務規定にまではいたっていなL、。池上 惨 rw主体形成論』と自由

の問題J(w唯物論~， 11， 1979年，汐文校，所収;二宮浮き定「大工一栄と住民生活J，(島 恭彦監修『現代経済

学IL1978年，青木言書!苫，所収)，有国光土佐「伎民遼効・労働組合遂劾・地域統一戦線J(池上体・遠藤発・

島 恭彦編『現代の地方自治一一一自治体問題議箆 I~ ， 1979年， 自治体研究社，所~又)

23)この点にかかわることであるが，荒又重雄氏が，池上 惇氏の論稿の中での労働者の貧弱化について，も

っと労働力の破壊そのものに着目して織り下げる必喜さがある， とおおうしていることは的を射た論点提示とい

えよう O 荒叉Z室主義『主主労働論の展開~， 1978年，徴i茶の7M書房， とくにその第 3tm， t詰4主主， 鐙労働論の展

開のために，合参照されたL、。しかし，他方，池上氏の論点止を労働力の絞!哀そのものに限定してしまうこと

は，主体形成論としてはかえって視角をせばめることになろう。

24)涜叉11雄iiiJ掲書;j:， 309ベージ。

25) 寓沢賢治「社会主義と生産カJCW現代と忠、走塁~， 35， 1979年， )W~又〕
26)中聖子徹三「史的唯物論の再構成とその談題J(W現代と思怨、~， 21， 1975年，所以)106ページ。

27) 池上氏のこのことにかかわる論述については『財政危機と住民忠治~， 1976年‘青木謬1;5，前掲 iW主体形

成』と a自の問題Jなどを参照されたい。

28)滋沢堅苦治『喰物史観と労働遼草bJj， 1976年， ミネノレウ、ァ怒努。

29) 仲村政文『分業と 1:È主力の理論~， 197百年，青木議応。

30) 7ë烏邦夫『変卒主体形成の理論~， 1977年，資:;f;:~雪Jï5。
31)この点については，池上 博氏の公務労働に対する考え方や向氏を中心とする研究グノレープの人びとの考

え方にもみられる。例えば， 二宮摩美「自治体の経済寺会J(ぬ 恭彦監ま修『言葉夜現代経済学 I 経済学入

門~， 1978年，青木謬!万，所収〉

32)芝回途午総『公務労働の理論ふ 1977年，青木謬Ji5。

33)主として，芝田，池上F司氏の論述をや心とする論点整速については次の論1誌を参照されたL、。

34)協同総合労働については準公務労働として位置づける見方もあるが，いずれにしても「公務j という語意

を狭くとらえないで，その内5誌をE重視してその性格を明かにする必喜さがあろう o

総本国弘 n語家，地方自治，共問事務のー論点J(W現代と忠、:'JU35， 1979年，青木寄宿，所以)

35)この論点にかかわって，たとえば，地方銀行の労組が金倣労働者として民主的金敵対策を経営者1llij~こ要求

し， 自らも地域住民と結びついた遂動を展開している事例もある。くわしくは，山 EBA市「労働者・農漁民

・地域住民と教育J (合同教研研究推進委及会編 W'78 北海遂の教育~， 1979年，所収〉。

36)生活協河組合について深めるべき論点、に関しては次の表作が示唆約である。波容俊雄編『生活協同級会と

現代社会~， 1978~，法律文化社。

また，主として農協について，労働の社会化を;視点として考察，分析した論稿としては，次のものを参照

された L、。

美ゴヱE各逮託宣 Wl効くものの段iお論~， 1976年，現代金幽社。

同 「差是業協同総合:l'J.l論についての覚え努J (北海道大学教育学泌『北海遂大学教予言学級 ~c重要』第28
号， 1977年，所収〉

山間定子11W現代の幾協潔論~， 1972年，全及協労逮。

同 「長量産物市場の碍編成と農協J， r農協民主化の課題と展望J，(いずれも )11村 琢・湯沢 誠・ 5定二七
路途雄編『幾産物市場論大系~， 1977年，差是山漁村文化協会，所収)

向 「差是協の財務構成とその基本的役絡ーー農業を中心とする生ii'・労働の社会化を視点として一一」

(湯沢誠編『差是染問題の市場論的研究~， 1979年，御茶の水怒滋，所収入

37)住民自治と地方自治体の悶怒に
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自治体問題研究所編集 F 自治体関題講座，主主 1 巻，現代の地方自治~， 1979年， 自fii't主問題研究社。

38)二宮浮きを「発達の経済学J (官官掲『議隆 現代経済学1，経済学入門~ 1978年， 青木慈!苫，所収)111ベ

ープ0

39) 向 上 ， 111ページ0

40) 向 上 ， 112ページ。

41)池上 手事 rll'~主体形成論』と島忠の問題J (Il'唯物論~ 11， 1979年，汐文札所収〉。

42)グノレプスカャ n富民教育論Jl，勝田昌二訳，明治区Iil'o

43)たとえば矢111徳光氏については全面発達にかかわって次の論稿がある。

矢!ll徳光Il'''ノレタス三主義教資学試論Jl， 1971年， 現治l笥童書。

同 f人格の発途と民主教育11，1979年，青木惑広。

44) 技術教育研究会編『総合技術教育と現代臼本の民主教育~， 1974年，鳩の家主書房。


