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経済 学研 究 48-3

北海道大学 1999.1

ブレンターノの労働者強制保険論

加来祥男

jレーヨ・ブレンターノLujoBrentano (1844-

1931)が第2帝政期ドイツを代表する自由主義

的社会改良の思想家であったことは，よく知ら

れている 1)0 1844年にバイエルンのアシャフエ

ンブルクでイタリア貴族の家系に生まれた彼

は，法学と経済学を学んだ後，プロイセン統計

局に入り， 1868年にはイギ、リスを訪ねた。そこ

での労働組合に関する研究をまとめた『現代の

労働者ギルド.1Die Arbeitergi1den der Gegen-

1 )ブレンターノの伝記としては，晩年に書かれた自

伝， L. Brentano， Mein Leben im K副ηIpfum die 

soziale Entwick1ung Deutschlands， Jena1931があ

り，ブレンターノ研究としては， J. J. Sheehan， 

The Career of Lujo Brentano. A Study of Lib 
era1ism and Socia1 Refonn in Imperia1 Ger 

many， Chicago/London， 1966が興味深い。我が国

では，大河内一男『独逸社会政策思想史~，日本評

論社， 1936年が， ドイツ社会政策学会内部における

左派としてブレンターノを位置づけた古典的な文献

であり，それ以降ブレンターノを取り上げたものと

して，中村貞二『マックス・ヴェーパー研究~，未

来社， 1972年;一線和生『ドイツ社会政策思想、と家

内労働問題t御茶の水害房， 1990年;田村信一『グ

スタフ・シュモラー研究1御茶の水書房， 1993年
がある。また，前谷和則「ルヨ・ブレンターノと労

働者保険制度J(名古屋大学『院生論集』第12号， 1983
年)，同「ルヨ・ブレンターノにおける国家と労働

組合J(r史学雑誌』第93編第3号， 1984年)は，扱

う対象の面で本稿と重なるが，前谷氏がブレンター

ノの「国家有機体説」的側面を刻扶しようとしてい

るのに対して，本稿では，それに対する態度を保留

して，ブレンターノの主張をそのものとして理解す

ることに重点がおかれている。

wart， 2 Bde.， Leipzig 1871-72は， ドイツの

学界におけるブレンターノの地位を確定した。

この著書の出版と並行して，彼は， 71年にはベ

ルリン大学私講師，翌72年にはプレスラウ大

学助教授に就任したし， 73年の社会政策学会

der Verein fur Sozialpolitik設立にも積極的な

役割を果たした。このように，社会科学者，社

会運動家としてのブレンターノの活躍は1870年

代から始まったのである。

うえの出世作と同じ視点から労働者問題をよ

り「一般的J，["包括的jに扱った2) r今日の法

制に適合した労働関係.1Das Arbeitsverhal的lS

gemas dem heutigen Recht， Leipzig 1877を

1877年に著わしたブレンターノは，その後，生

業秩序Erwerbsordnungと救済制度との対応とい

う問題と取り組み，上記の著書を補完する意味

をもこめて， 79年には『今日の経済秩序に適合し

た労働者保険.1Die Arbeiterversicherung gemas 

der heutigen Wirtschaftsordnung， Leipzig 

1879を， 81年には『労働者保険強制ーその前提

と結果.1Der Arbeiterversicherungz，耳rang，seine 

Voraussetzungen und seine Folgen， Berlin 

1881を，相次いで刊行した。本稿では，この 2

冊の著書において展開された労働者保険制度に

関するブレンターノの主張を概観し，その特徴

を明らかにしよう 3)。

2) L. Brentano， Mein Leben， S. 100-101. 
3 )以下では，これらの 2つの書物については， r労働

者保険1r保険強制』と略し，引用については，出

所がそのいずれからであるか明らかな場合にはペー

ジ数だけを，紛らわしい場合には，前者を[1]，後

者を [2]として，ページ数を示すこととする。
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[1] r労働者保険』

『労働者保険』は， 1877年と78年に発表され

た2つの論文を中心にぺ「序言j，r課題j，第

l編「生業秩序と救済制度j，第 2編「今日の

経済秩序とドイツの労働者共済金庫j，結論「今

日の経済秩序に適合した労働者保険と恐慌jか

ら構成されている。順次みていくこととしょ

つ。
「序言」は，古い営業秩序diea1te gewerb-

liche Ordnungが崩壊しながら，それに代わる

新しい秩序は定着していないというブレンター

ノの現状認識から始まる。そうしたなかで営業

の新秩序を作り出そうとする統治者の試みが失

敗しているのは， r従属と強制の古い関係j(S. 

1X)を形を変えて再生させようとしているか

らである。イギリスの歴史が示すのは，労働者

の自由の実現，自由の原理と秩序との調和によ

って，近代経済生活の基本原理に基づいた新し

い営業秩序が自立的に発展したということであ

る。そこからも明かなように， r今日の経済秩

序を基礎として，まさにその基本原理を実現す

るなかで，労働者を……その生存の不安定から

解放することが可能となるj(S. 刃)。それを

証明することが本書の課題である。

つづく「課題」では，まず，社会民主主義の

基礎理論として， r賃金鉄則j，r労働価値説j，

産業循環論とそれから導き出される相対的過剰

人口論があげられ， r労働価値説」と「賃金鉄

則Jの誤りが，後者については自著の参照も求

めながら簡単に指摘される。ブレンターノの「賃

4) L. Brentano， Erwerbsordnung und Unterstutzungs-
wesen， in: Jahrbuch立ir Gesetzgebung， Verwa1-

tung und Volkswirtschaft im deutschen Reich， 

1. Jg.， Heft 3， 1877;ders.， Die Arbeiter und die 
Produktionskrisen， in:Jahrbuch i詰rGesetzgebung， 

Verwa1tung und Volkswirtscha丑 im deutschen 

Reich， 2. Jg.， He仕 3，1878. 

金鉄則」批判を認める社会民主主義者や国家社

会主義者も，労働組合組織による労働者問題の

解決は不可能で、あるとして， r物的生産の計画

的な規制j(S. 15) を要求している。こうした

要求が出されるのは，他の階級に比して労働者

が不安定に曝されているからであるが，ブレン

ターノによれば，そうした労働者の不安定が「今

日の経済秩序に必然的に付随するもの」か「今

日の経済秩序の原則と要求が労働関係に関して

なお十分に実現していないj(S. 24)ことによ

るのか，考究すべき課題なのである。

無産者は恐慌Absatzkriseや，疾病・廃疾・

老齢などの 2種類の不安定に曝されながら，そ

れ対処すべき資本をもたない。彼らにとって，

それに代わるのは「救済する用意のある仲間を

持っているj(S. 26)ことである。そこで，今

日の経済秩序の下で2種類の不安定を克服する

という問題は， r労働者保険の合目的的組織」

という問題に翻訳される。それ自体としては従

来も多く論じられてきた，この問題の考察に当

たって，ブレンターノが強調するのは「生業秩

序と労働者保険の秩序の問で必然的に存在して

いる関連j(S. 28) という視点の重要性であ

る。

第1編「生業秩序と救済制度」では，カール

大帝の時代以降の歴史を整理して，労働不能者

の救済はつねに全社会の義務と考えられてきた

のに対して，労働可能者については， r自由な

自己責任と自由な生業能力jfreie Selbstverant-

wort1ichkeit und freie Erwerbsfahigkeitが相関

関係にあり， rそれと同様に，特権による生業

能力(労働権)と先慮の強制jPrivi1egierte 

Erwerbsfahigkeit (Recht auf A巾 it) und 

Zwang zur Vorsorge (S. 83) もまた相関関係

にあることが明らかにされる。

有産者が無産者救済の義務と責任から解放さ

れ，労働可能者には自助他rsich zu sorgenの

可能性が与えられるとともにその義務が課せら

れ，一般的な福祉活動の課題は労働不能者の扶

助に限られる，という展開が最も純粋にみられ
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たのはイギリスにおいてであった。新しい営業

秩序とそれに対応するこの救済制度は，ここで

は， 1814年徒弟条令の撤廃， 24年団結禁止の廃

止， 34年救貧法によってもたらされた。それ以

降，イギリスでは友愛組合企iendlysocietyが急

増し，それとならんで種々の共済金庫も存在し

ているが，これらへの加入や雇用主による醸出

金支払は法的に義務づけられず， Iイギリスの

金庫制度全体の基礎は自発性と自己責任であ

る。J(S. 70) 

ドイツにおいても，プロイセンの1845年一般

営業条令， 49年布令， 54年営業救済金庫法を経

て， ドイツ帝国の現行営業条令によって営業の

自由が完成し，労働条件の決定は労使聞の自由

な協定に委ねられ，団結禁止は廃止された。し

かし他方では，雇用期間中の労働者は疾病・救

済・死亡金庫に醸出金を支払わねばならないと

いう金庫強制が存続し， 76年の 2つの法律にあ

っても， ドイツ帝国の労働者はすべて共済金庫

に加入する義務を負っている。

第2編「今日の経済秩序とドイツの労働者共

済金庫」では，まず，今日の経済秩序において

「労働j商品の販売が満たすべき条件が吟味さ

れる。

[1]近代の公的な生活の基本原理である人

格的自由と法的平等は，経済秩序の面では「す

べての人に平等な生業の自由と各人の自由な自

己責任J(S. 91)として現われる。商品売買は

自由に契約される。そして売り手と買い手には

売買契約以外の義務はない。ただ，長期にわた

って生産費以下での販売は不可能であるから，

「商品の価格がその生産費を補填することが，

商品販売に関する今日の経済秩序の主な要件で

ある。J(S. 94) 

労働力の使用である「労働」は，売り手の人

格から切り離すことができないという点では他

の商品と異なるが，雇用契約は他の商品の売買

契約と同じく自由であり，そこで示された条件

を満たすほかに労使双方に要求されるものは何

もない。また，その価格で生産費が補填されね

ばならないというのも，一般商品の場合と同じ

である。以上のことを踏まえて，ブレンターノ

は，今日の経済秩序では労働販売に関して以下

の6要件が満たされねばならない，と考える。

l商品の生産費は，その l個 l個の生産費に

不良品のそれを加えたものであり，同様に労働

については，賃金は労働不能日の労働者の生活

をも維持できる額でなければならない。これが

第1の要件である。

商品生産者は，生産が継続できるように商品

の価格がその生産費を十分に補填すること，商

品価格の低下をとおしてその商品に対する需要

を増大させ，競争力を高めるべく，不良品や労

働不能日によって生じる「死せる生産費todte

ProduktionskostenJ (S. 98)をできるだ、け小さ

くすることに関心を寄せる。そこで労働の販売

者にとって第2の要件は，労働不能時の労働者

の維持費をできるだけ小さくすることである。

ところがそのための最も効率的な方法は保険

であるから， I労働の原価Selbstkostender Ar 

beitJ (S. 103) は，労働者の生活費，子弟の養

育費に加えて，廃疾・老齢・疾病時の生活費，

死亡した場合の子弟の養育費，および埋葬金を

確保するための保険料から構成される。こうし

て，1)子弟養育， 2)老齢， 3)埋葬， 4) 

廃疾， 5)疾病， 6)失業という 6種の保険へ

の加入が第3の要件となる。

これらの保険に実効性をもたせるために，疾

病や失業時にもその期間にうける救済のなかか

らその他の危険に対する保険料支払が継続され

なければならない。それによって労働者の生存

の経済的基礎を確実にすること，これが第4の

要件である。

「労働」の販売が一定の買い手に，あるいは

一定の市場でなされる場合にだけ労働者に救済

請求権が認められるとすれば，保険契約数は少

なくて保険料は高くなるし，労働者の移動が妨

げられたり，移動によって保険料支払いが無効

になったりするから，第 5の要件は，労働者保

険金庫がlつの職業に属する全国の労働者を含
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むことである。

また，労働者が曝される危険度の相違を勘案

して，保険金庫は 1つの部門，ないし危険度を

同じくする部門の労働者を対象とし，保険料は

危険度に対応させるべきである。これが第 6の

要件となる。

[lI]つづいてドイツの救済制度が取り上げ

られる。ドイツでは失業保険は存在せず， 1876 

年営業条令改正法は，地方条例によって16歳以

上の職人，補助者，工場労働者に疾病金庫への

加入を義務づけることを地方自治体に委ねてい

る。そこでブレンターノにとっては，現存する

4種類の労働者疾病金庫が検討の対象となる。

疾病金庫の 1つの類型は，地方自治体官庁の

命令によって設立された営業共済金庫 einege-

werbliche Hulfskasse， we1che auf Anordnung 

der Gemeindebeharde gebildet istである。 1874

年にプロイセンでは 1つの職業の手工業者か

ら成る営業共済金庫が1，641，その成員数が

146，981人，複数の職業の手工業者から成る金

庫が1，161，その成員数が122，983人であった。

金庫の平均成員数 (96.35人)は「実際の保険

を成り立たせるには明らかに全く不十分な数

字J(S. 132)であった。また，金庫の地域的

境界は移動の自由の原理から生じる要求と対立

し，さらに，高齢者の増加とともに「すべての

年齢層に対する同等の醸出金引き上げが必要と

なるJ(S. 135) ことも，地域的境界による欠

陥である。

強制を実施するために，法律では，加入義務

を負う労働者の金庫への登録が雇用主に義務づ

けられるとともに，雇用主が労働者の醸出金の

1部を前貸ししたり，補助することも規定され

た。しかし，今日の生業秩序では「労働権」は

認められていない。また，失業保険の機能をも

っ共済金庫も存在しないから，失業の場合には

労働者は疾病保険の醸出金を支払えなくなり，

救済請求権が失われる。

以上のように，営業共済金庫は地域的に制約

され，失業保険を欠くという 2つの欠陥をも

ち， Iこれらの金庫では，厳密な意味での保険

は問題になりえないJ(S. 142)。

都市共済金庫の欠陥は，醸出金の支払にもか

かわらず脱退のために保険を受けられない労働

者数として示される。ベルリンでは，労働者数

の37.6%が病気の場合に金庫から救済を受けな

かったのである 5)。

営業条令改正法はまた， Iその他の共済金庫

への参加を証明した者は，地方自治体官庁の指

示によって設立された共済金庫に加入する義務

を免れる」と規定している。そうした登録金庫

としては，雇用主が設立した工場疾病金庫，工

場疾病金庫にも都市強制金庫にも加入しない人

々が組織する，いわゆる「自由」金庫dieso-

genannte "freie“Kasseがあり，後者には，団

体によって設立される団体金庫die Vereins-

kasseと本来の自由金庫がある。

工場疾病金庫では，ほとんどの場合，雇用関

係の解消とともに労働者は金庫成員でなくな

る。また， I労働」の売買にあたっては労働者

は企業家の条件に従わざるをえない。さらに

企業の破産によって救済請求権がなくなってし

5) これは，以下のような事実と仮定に基づいて算定さ

れている。

(1 )1868-1876年のベルリンの人口増加を考慮して，

労働者数は1872-76年には少なくとも同一であった

と仮定する。 (2)金庫の平均成員数は72年の191，036
人から76年には155，077人へと減少した。したがっ
て， 76年には金庫強制と支払われた醸出金にもかか

わらず，少なくとも，病気の場合に保険を受けない

35，959人[=191， 036-155， 077Jの労働者がいる。
(3)ところが，平均成員数には，住所の移動や失業の

ために一時的にだけ金庫に加入し，実際には保証を
受けない労働者も含まれている。そこで，ともかく

も金庫に加入していた労働者数と実際に 1年間をと

おして保証を受けている労働者数との中間に平均成

員数が位置する，そして，ともかくも金庫に加入し

ていた労働者数を191，036人であると仮定すれば，76
年に実際に保証を受けていたのは119，118人
[(191，036+x) /2 =155，077Jということになる o

とすれば， 71，918人[=191， 036-119， 118J，即ち労

働者数の37.6%は病気の場合に金庫から救済を受け

ていなかったことになる。
以下の金庫についても，ブレンターノが金庫の無

効性を批判する手法は同じである。
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まう可能性もある。こうしたことを考えると， いJ(S. 190-191)のである。

「明らかに，工場疾病金庫では，醸出金を支払 [皿]ドイツの労働者共済金庫は「労働者に

った労働者が病気になった場合に救済を受ける 支払われた価格[=賃金]で労働の原価を賄え

事実上の保障は，都市の強制金庫におけるより るようには整備されていないJ(S. 192)から，

もず、っと小さくなる可能性がある。J(S. 161) 死亡した労働者の子弟の養育，失業者・病人・

また， 1877年にプレスラウで設立された自由 廃疾者・老齢者の扶養，死亡した労働者埋葬の

金庫である疾病・埋葬金庫「希望J"Ho任 費用は社会によって担われねばならないが，こ

即時“は，職業や年齢による疾病率の相違を考 の費用はそうした労働者が就業している工業へ

慮せず，プレスラウ外に転居する成員を排除し の補助金という意味をもっ。また，救済が応急

ている点で， I今日の経済秩序から労働者保険に 的であるために欠乏と困窮によって多くの労働

対してなされる要求に応じていない。J(S. 者が命を奪われ，救済の恩典的性格は労働者を

171) 

登録金庫法における団体金庫の規定は，労働

組合金庫を念頭において与えられたものであっ

た。しかし，イギリスに倣って地方に支部をも

っ全国組織の職業別労働組合として結成された

ヒルシュ=ドウンカー労働組合dieHirsch-

Duncker'schen Gewerkvereineでは，支払い不能

に陥る懸念から疾病・廃疾・老齢・埋葬の各金

庫が分離され，また，失業救済の機能が欠けて

いる。こうして， Iヒjレシュ=ドウンカー労働

組合では労働者は労働の収益で労働の原価を賄

うことができないJ(S. 190) 610 

以上の考察が示すように，金庫強制にもかか

わらず，Iドイツ帝国では，疾病の場合，ひい

ては廃疾，老齢，死亡の場合にも労働者に実際

に保険となるような労働者共済金庫は存在しな

6)ブレンターノがこのように述べたとき，基準として
念頭におかれていたのはイギリス労働組合であっ
た。彼によれば，その特徴の lつは全国的組織とい
う点にあり，これによって労働者の移動の自由と救
済の確保が結びつけられる。また lつは，失業，疾

病，廃疾，老齢，埋葬に対する救済がlつの金庫で

内的に結合された「団体的な性格jであり，これに
よって 1つの救済をうける成員はその救済期間中そ

の他の醸出金を支払う義務から免除される。なかで
も失業保険と他の保険との結合が最も重要である。

そして， I労働」需給の地域的調整で失業をできる
だけ回避しながら，それでもそれが生じた場合には
失業救済がなされる。他方で，こうしたあり方では，
組合脱退によってすべての請求権が一挙に失われる
から，それによって個人の自由が侵害される可能性
があるという問題も残されている。

すね者とし，社会主義の側に追いやっている。

「これらはすべて，今日の社会的・経済的・国

家的秩序の基礎と要求に完全に矛盾する。J(S. 
193)貧民救済による労働の原価補填は自己責

任に反するし，そういう形態で公的資金により

商品の生産費の l部を補助することは法の前の

平等を侵すからである。

結論「今日の経済秩序に適合的な労働者保険

と恐慌」では，以上の議論から今日の経済秩序

の下で労働者保険に要求されることが， (1)失業

保険， (2)広い基盤をもち，労働者の移動を可能

とするべく保険金庫が全国的規模であること，

(3)支払われる醸出金額が危険度に対応している

こと，に整理される。そして，こうした要件を

満たす保険のありかたをブレンターノは次のよ

うに構想するのである。

労働者子弟の養育は特殊な生命保険として，

有産者向けの既存の生命保険会社によって引き

受けられるのが最も合理的である。廃疾・老齢

・死亡についても同様である。もちろん，加入

金と醸出金は危険度に対応していなければなら

ないし，払い込まれ，積み立てられた醸出金の

払戻が可能でなければならない。

疾病保険の場合には，全国的に組織された「同

一職業労働者の相互性を基礎とする疾病金庫j

(S. 206)が合理的であり，失業保険について

もそれは同じである。失業保険金庫は労働市場

の状態に精通していなければならないが，それ

が可能なのは労働組合だけである。失業保険と
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その他の保険の関係については 6つの保険に

支払われるべき醸出金相当額を労働組合に払い

込み，それぞれの保険会社への醸出金は労働組

合が払い込むという方法をとれば 1金庫への

醸出金の支払による労働者の負担は軽減され，

個人の自由を侵害する恐れもなくなる。

労働組合は，恐慌がもたらす弊害への対処と

いう点でも大きな意味をもっ。恐慌は消費の個

人的性格と分かち難く結びついているから，そ

れを除去することはできないけれども，労働組

合の働きによって自らの収入で失業時にも生活

できるほどに賃金が高くなれば，その影響は事

実上除かれるからである。こうして， I労働者

の経済的生存は，景気上昇の時にも下降のとき

にも独立し，自立し，確実なものとなった。そ

れとともに，労働者を道徳的・知的な面でもよ

り高い段階に引き上げるための第 1の，最も必

要な条件が作り出されているJ(S. 220)。

ドイツの現状をみれば， Iヒルシュ=ドウン

カー労働組合には根本的な改革が必要であるJ
(S. 221)けれども，1こうした組織は労働者自

身から，その欲求と認識に応じて発展しなけれ

ばならない。そうしてはじめて，それは労働者

の全生活と必然的に合体することができる」

(S. 221-222)から， Iここで要求される労働者

の団体的な組織が発展するために国家に要求さ

れるべき唯一のことは，立法によってそれがこ

の発展を邪魔しないことである。J(S. 224)こ

れがブレンターノの結論であった。

[2J r労働者保険強制ーその前提と結果J
『労働者保険強制』は 8章から構成されてい

る。ここでも，ブレンターノの叙述に沿って内

容をみていくこととしよう。

労働者保険の目標は「労働者階級の正当な苦

情を取り除くことによって，公益を脅かすよう

な社会民主主義の運動の根を絶つJ(S. 16)こ

とにあるが，それに到達するためには保険が実

効性をもたねばならない。そこで，労働者保険

はいかにして実効性をもちうるかを問うことが

本書の課題となる。第 l章では，この課題設定

とともに，シュモラー GustavSchmolleri比判

も交えながら，同時代的な問題を学問的に取り

扱うことが可能だということも力説され，それ

をうけて第2章では，経済学の方法が，現象の

観察と演縛，そうして得られた命題と現実との

対応を軸に素描される。

第3章は『労働者保険』の要約と確認に当て

られている。そして，第4，5章では，前著で

扱われなかった労災保険と鉱夫共済組合金庫

die Knappschaftskasseがそれぞれ取り上げられ

る。労災保険の対象である事故やその危険は就

業中に発生するから，その限りでは，収入の中

断によって保険強制が機能しなくなるといった

事態は発生しない。労災保険はそうした特殊な

性格をもっているのである。それはまた，労使

双方に対する保険として，両者による保険料支

払が当然であるが，国家が保険料の 1部を支払

うというのは，商品の生産費の 1部を政府が肩

代りし，全体の負担で消費者に贈与をするとこ

とになり，これは不公正である。

鉱山や精錬所の労働者は， 1860年の法律によ

って労使の契約締結が自由な協定に委ねられ，

ドイツ営業条令によって団結の禁止も廃止され

たことにより，他の労働者と同じ生業の自由を

獲得したが，依然として保険強制の下にある。

79年にプロイセンでは， 2，146の鉱山，精錬所，

製塩所をふくむ 84の 鉱夫共済組合 die

Knappschaftsvereineが地域的に，あるいは企業

単位で組織されている。これらは成員の疾病，

埋葬，廃疾，寡婦・遺児に対する救済を行うが，

その範囲は金庫により，また，正規・非正規の

成員standigeu. unstandige Mitglieder; meist-

u. minderberechtigte Mitgliederによって異な

っている。組合への醸出金が賃金からの控除と

工場主の補助から成り立っているため，成員が

一時休職になったり解雇されれば醸出金は支払

われなくなり，それとともに救済請求権も失わ

れる。これは，生業の自由が認められながら他

方では旧来からの保険強制が存続しているとい
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第 1表 ザールブリュッケン鉱夫共済組合員数の推移
(単位:人)

異 動 正規成員 非正規成員
1869年l月1日の成員数 8，782 9，942 
186少ー79年加入者数 16，357 15，816 

ぷE〉3、 計 25，139 25，758 
脱退者数 2，427 6，167 
正規成員への異動 15，489 

資料:L. Brentano， Der Arbeiterversich日ungszwang，

Brelin 1881， S. 52-53. 

う矛盾の現われである。

ザールブリュッケン鉱夫共済組合derSa紅ー

brucker Knappschaftsvereinについては， 1869 

-79年の成員数の変化を示す第 l表のような数

字から，加入金や醸出金を支払った者のうちの

24.27%が疾病救済や埋葬金を実際には受けら

れなかったことがわかる。他の鉱夫共済組合で

も同様であり， r鉱夫共済組合のこうした考察

結果は，労働者保険が効力をもつためには生業

秩序と保険制度の秩序は相互にぴったりと一致

していなければならないという私の命題を見事

に証明している。J(S. 60) 

第6章では，前著に寄せられた様々な批判に

対する反批判がなされるとともに，保険強制を

前提として，それに実効性をもたせようとする

諸構想が検討される。

ブレンターノは，従来の共済金庫がそれなり

に機能しているという批判に対しては，原則的

な反論を行い，保険の当座性dasV oruberge-

hendeには保険料を低くするという長所もある

という指摘に対しては，実証研究の事例を示し

て反駁し，そして，醸出金は貧民のためになさ

れる労働者への隠された課税にすぎない，と批

判する。彼はさらに，賃金からの保険料控除が

労働者に嫌悪され，そのための脱退もみられる

ことを指摘して， r保険を強制された者すべて

に実際に保険とならないような労働者保険強制

は，労働者を社会民主主義から引き離すより

も，まさにそちらの側に追いやるにちがいな

い。J(S. 66) とも述べている。

保険の実効性を脅かす無収入に対処すべき，

一律同額の醸出金，無収入の場合の支払猶予，

保険金庫と貯蓄金庫の結合といった提案のいず

れにも，醸出金の支払=調達上の難点が残存

し， r失業の場合の保険金庫たりうるのは「労

働組合JだけであるJ(S. 74)。そこで，保険

強制を支持する人々の間では，保険強制と労働

組合を結びつけようとする考えもある。けれど

も， rドイツ労働者のきわめて僅かな部分だけ

がこれまでのところ組織上の欠陥をもっ労働組

合に属しているにすぎないJ(S . 77)状況で

は，保険強制の導入は労働者に対する雇用主の

力を強め，労働組合の成立を阻害する。また，

「そうした利害団体の強制的導入は，労働組合

を禁止したりその存在条件を犯したりするのと

同じく，構成員とあらゆる種類の利害を同等に

扱うという国家の義務に反するJ(S. 78) とし

て，ブレンターノは労働組合の国家による設

立，育成にも否定的である。

このようにみてくると， r労働条件の自由な

協定および，協定されない条件では労働しない

権利という現営業秩序に示される原則が有効で

ある限り，このように，保険強制は実効性をもつ

ことができない。それとは反対に，仮りに遂行

可能であるとすれば，この考えは，いかなる価

格でもあるいは官庁によって決定された価格

で，いかなる仕事でも引き受けることを労働者

に強制するような生業秩序に対応するであろ

う。J(S. 82) 

他方で，労働強制が認められるのであれば，

困窮の場合に労働者に救済を保障する一方，そ

れに必要な資金を課税によって調達しようとい

うヴァグナーAdolphWagnerやアーレントOtto

Arendtの考えが浮かび上がる。けれどもこの場

合には， r問題は，保険制度ではなく保険の名を

借りた国家の貧民救済の制度である。J(S. 

83) 

以上のような検討から，r労働者保険強制と，

自由と法的平等を基礎とする生業秩序とが調和

しえないという証明，生業秩序と労働者保険の

秩序は相関関係にあるという証明は動かない」

(S. 84)，とブレンターノはいう。
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つづく第 7章では，今日の生業秩序をひとま もつことになろう。J(8. 93) 

ず措いたうえで，醸出金支払義務を履行でき これをうけて，国家が経済のなかで大きな役

る，即ち，収入を確保できる 3つの職業として

終身雇用の官吏，特権による生業能力，労働強

制が検討の対象とされる。

まず、官吏については，そうした確実な収入を

得ることができる労働者は，すべての経済的企

業が国営でない限り，多かれ少なかれ l部にす

ぎないことが指摘される。

今日， I特権による生業能力」に基礎づけを

与えるのは労働組合である。組合は，入職制

限，労働供給の需要への適応をとおして労働条

件に関する雇用主との協定に影響を及ぼし，成

員の収入を確保する。しかし，それは労働組合

員の特権化を生み出すことになる。すべての労

働者が労働組合に属するということになれば保

険強制の実効性という問題は解決されうるけれ

ども，そうでない場合に非組合員に対しでも保

険強制に固執するのであれば，それに実効性を

もたせる唯一の手段は労働強制である。また，

ドイツのように強力な労働組合が存在しないと

ころでは，国家が仲裁委員会に似た制度とその

1部として労働者の団体を強制的に導入するこ

とが考えられるが，その場合，仲裁委員会やそ

れを構成する団体は国家やその機関に従属し

て，保険強制の有効性は達成されるとしても，

労働者の人格的な自由は侵害され，労働者聞の

法的平等も存在しなくなる。

労働者保険強制の有効性を確保する第3の手

段である労働強制では，救済を受ける労働者は

国家が定めた労働条件で働かねばならない。こ

の場合には労働者の自由は否定される。ブレン

ターノによれば，1これは完全に国家社会主義的

で純粋に官僚制的な問題の解決であろう。J(8.

92) 

このように，うえの 3つの職業では収入は確

保されるとしても， Iこうした解決のいずれに

あっても，……国家とその機関が労働条件の決

定に，それとともに労働者の経済的，宗教的，

政治的，社会的存在のあり方に決定的な影響を

割を果たすことの意味を探ろうというのが第8

章である。個人の経済的利害が国家のそれと密

接に結びつき，国家意識が高められると，ヴ、エ

ネチアの例が示すように，それが富裕や文化的

繁栄と共存することはありうるけれども， I道

徳的，宗教的，精神的な個人の自由がこのよう

に抑圧されると，すべての偉大な宗教的・精神

的進歩の源が塞がれ，それとともに，一層偉大

なもの，より良いもの，より理想的なものへの

一層の国民的な文化発展はすべて妨げられ

る。J(8. 103) 

いま lつの点からも国家の強大化には懸念が

表明される。現在の文化の存続にとっては， I現

在上層の階級だけが享受している文化の恩恵に

下層階級が浴することJ(8. 103)が必要であ

り，そのためには下層階級が経済的に独立しな

ければならない。しかるに， I計画され，部分

的には既に緒についている経済秩序の再編がこ

うした経済的独立のまさに反対を作り出すこと

を特徴としているのであれば，それは，目標の

達成，即ち，我々の文化の維持を確実にするど

ころか，それを排除することは明らかであるよ

うにみえる。J(8. 104)そして， I文化の思恵、

を様々な社会階級に分配するのが国家であると

すれば，労働者階級がそうした国家をわがもの

とし，あるいは，その指導に決定的な影響を及

ぼそうと最大の努力をするのは必至である。同

じ経済的利害から，他の階級も必然的に同様の

努力をするようになる。J(8. 108)そこから諸

階級の対立が激化し， I計画されている経済の

新組織は，社会民主主義の目標と対抗する代わ

りに，その達成に道を聞く J(8. 108) ことに

なろう。ブレンターノはこう警告した。

E 

ブレンターノの 2冊の著書についての，以上

のような概観を踏まえて，以下では，彼の議論
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を整理するとともに，そこにみられる特徴につ 91) とより詳しく述べられており， r生業の自

いて，若干の注釈を加えよう。

[l]まず第 lに，ブレンターノがこれらの

書物を著わした動機は，社会民主主義からの批

判に反駁して，現体制の正当性を明らかにしよ

うとするところにあった。本稿でもさきに引用

した『労働者保険』の課題は，労働者の団体組

織が十分に機能していないという社会民主主義

からの批判に対置する形で設定され，本論は社

会民主主義の基礎をなす 3つの理論を批判する

ことから始められている。また， r保険強制』

の冒頭では，労働者保険の目標が「社会民主主

義の運動の根を絶つ」ことにあると確認したう

えで，それが有効に機能する前提を問うことが

課題として設定されていた。種々の制度や提案

を検討する際にも，それらが社会民主主義に対

しでもつ意味が吟味されていたことは，既にみ

たとおりである 7)。

[2Jそれでは，ブレンターノがその正当性

を擁護しようとした， r今日の経済秩序」とは

どのようなものであろうか。『労働者保険』の

「序言」では， r近代生活の原理」が「自由と

法的平等」と言い換えられているが (s. lX)， 

同書第2編の冒頭では， r近代の公的な生活す

べての基本原理は人格的自由と法的平等であ

る。この原理は，とどまることのない勝利の行

進のなかですべての文明固で通用するようにな

り，公的生活の全領域を包みこんだが，経済的秩

序の領域でもそうであった。経済的分野では，

この原理はすべての人に対して平等な生業の自

由と各人の自由な自己責任である。J(S. 90-

7)この点に関して， I強制の考えをきわめて精巧に完

全に首尾一貫したものへと発展させたJ([2]， S. 

82)ヴァグナーやアーレントの提案についても， Iこ
のシステムがいかにして社会民主主義との縁を絶つ

ように労働者を誘うのか，わからない。というのは，

このように社会民主主義的な組織形態を用いても杜

会民主主義の目標には近づけないということは，き

わめて多くの労働者にもわかるだろうからであ

る。J([2J， S. 83) と批評されていることを補足

しておきたい。

由」と「法的平等jがとくに重視されている。

このように，ブレンターノの捉える近代社会

(r今日の経済秩序J) は自由と平等の社会であ

り，経済面では，社会の構成員各人がそれぞれ

商品の販売者として自立した社会であった。そ

こでは，各人は，自由が認められるとともに，

それに伴う責任を負わねばならない。「特権によ

る生業能力と先慮の強制」がそうであるように，

「自由な自己責任と自由な生業能力」は必然的に

相関していることが強調されたのである 8)。

個人の自由を尊重するブレンターノは，他方

では，国家の介入に対して警戒的であった。こ

こでは，以下のような引用によってそれを再確

認しておこう。「個人主義の根源を傷つけるよ

うな秩序は人類の発展にとって最大の障害であ

ろう。J([1]， S. 218-219) そして， r個人の経

済的な生存の国家への完全な従属が外へ向かつ

ての国家の行動力を高めるとしても，また，そ

うした従属が経済的な富裕ゃある種の文化的な

繁栄と一致できるとしても，そうした従属とと

もに個人の道徳的・知的・社会的な存在をこえ

る全体を獲得する支配は，個人の個性をすべて

8)生業秩序と救済制度が相関関係にあり，両者の間で

整合性がなければ，救済制度は実効性をもたない，

という歴史的考察から導き出された命題は，他方で

は， I労働権」のあるところでは強制的な救済制度

が成立し，有効に機能しうるということをも意味す

る。そして，ブレンターノはそこに自らとドイツ・

マンチェスター派との相違を求めている。「これら

の叙述からの結論に対する評価がどうであろうと，

これが，教義からの演鐸や証明されない教条などで

はなく，私が主張してきた方法の要求と対応してい

るという，そのことは疑いようがないはずである。

ここでなされた研究と演鐸は，まさに私が常に要求

している方法の範例とみなすことができる。そし

て，それにもかかわらず，アドルフ・ヴァグナーが，

プリンス・スミスのような人物とまったく同様に，

私が叙述の頂点に，そこから単なる論理的な結論が

引き出されるに過ぎないような，証明されない絶対

的な原理，即ち，自由と平等の原理を据えていると
主張するとすれば，これはまさに理解できないこと

である。J([2J， S. 35-36) 
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窒息させる恐れがある。J([2]， S. 101-102) ることが労働者問題の解決に繋がるJ([lJ， 

「今日の経済秩序」は，イギリスを先頭とし S. 220-221)，と考えられたのである。

てヨーロッパ諸国で歴史的な発展のなかから実 そこで注目されるのが労働組合の役割であ

現してきたと捉えられておりへ分析の対象と

されたドイツも， I今日通用している帝国の営

業秩序はついにドイツ帝国全土に対して完全な

営業の自由をもたらした。何人にも自立した営

業経営の権利がある。J([1]， s. 78)，という

叙述に示されるように，基本的には近代社会で

あった。しかし， r労働者保険』の「序言Jか

らも窺われ，本論でも示されていたように， ド

イツの「今日の経済秩序」にはなお未完成なと

ころが残されていた。営業の自由を制約する制

度が残され，自由と平等が貫徹していないこと

が問題だ、ったのである。本稿で問題とした労働

者保険制度に即していえば，それは，一方では

営業の自由，団結の自由によって「労働J販売

についての自由が認められながら，他方で共済

金庫への加入が強制され，制度としての整合性

が欠けるという形で現象している，と捉えられ

た。

[3Jブレンターノのいう「今日の経済秩序」

が成就する鍵は，商品「労働」についても一般

の商品と同様に市場機構が働くことであった。

「労働の原価jを賄う賃金を実現し，これによ

って市場機構が十全に機能すれば， I今日の社

会的・経済的・国家的な秩序を基礎とする労働

者問題の解決は可能であるばかりでなく，こう

した経済秩序の基本原理を首尾一貫して遂行す

9)ブレンターノが歴史的な発展を重視していたこと

は，後に本文で引用するドイツ労働組合についての

展望に端的に示されるが，それを補うものとして，

以下の 2つをあげておく。イギリスの労働組合の発

展に触れた箇所では彼は， I社会的，経済的組織は

歴史的な発展の結果としてのみ根づきうるし，成果

をあげうるということを忘れてはならない。それに

は，状況や，それが包む人々が成熟する時聞が必要

なのだ。J([lJ， S. 224)と述べている。また， Iイ
ギリスの仲裁委員会だけがきわめてよく機能してい

る。というのも，雇用主と，とくに労働者が労働紛

争における百年に近い経験をもっているからであ

る。J([2J， S. 90) という文言もみられる。

る。イギリスの事例が示すように，労働組合は，

入職制限や地域聞の職業紹介をとおして「労

働」の供給を需要に適応させ，失業が生じた場

合にはそれに対する救済を行うことによって，

「労働」の販売者を他の商品の販売者と同等の

位置におく lヘそうした機能を担うことができ

るために，労働組合は全国規模で職業別に組織

されねばならなかった。

労働組合の役割をこのように考えるブレンタ

ーノにとっては，それがドイツで未発展である

ことも大きな問題であった。ヒルシュ=ドウン

カー労働組合は，イギリスをモデルとして設立

されながら，失業保険の機能を欠き，また，支

払不能に陥る懸念から各種金庫を分離した。「こ

のドイツの労働組合は，こうして，労働組合組

織のきわめて基本的な課題の 1つ，ひょっとす

ると最も基本的なそれを満たしていず，成立し

てから10年このかた，その価値が極めて疑わし

く不幸な結果に終わった数回のストライキしか

誇るものをもっていないから，それは，労働組

合としてはドイツの労働者にとっては何の役に

も立ってこなかった。そこから，その進歩がわ

10) I労働者が奴隷から，他の企業家と同様に自らの所

得と利益のために商品を市場に持っていき，その具

体的な使用価値に対応する価格をうけとる企業家に

経済的に発展するところに，国民の大多数の不自由

から人格的自由への発展がある。労働力の利用で

ある労働を他と同じく商品として認め，労働力の

担い手である労働者を，他の企業家と同じく，それ

と他の商品と結びつけてより大きな具体的使用価値

をもった製品を作る別の企業家に自らの商品を販売

する自立した企業家として扱うところに，労働者と

その人格的自由をめぐっての自由党の大きな功績が

ある。……文化的発展の最大の達成の 1っとしてこ

の自由に固執する人々にとっては，……それなくし

ては労働者が他の商品の販売者と同等に振る舞えな

いような前提を作り出すことだけが問題となりう

る。この前提は，……団結権とそれを行使する組織

である。団結した団体の組織なくしては，労働者は

他の商品販売者や企業家と同等に振る舞うことはで

きない。J([2J， S. 69-70) 
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ずかであることがよくわかる。こうしたことで といった批評に対して， rそれらがすべての要

は，社会民主主義的な運動に対する後退でさえ 求を満たさないということで，これまでの共済

いわずもがなである。J([lJ， s. 187) 金庫を非難したのではない。従来の労働者保険

[4J うえにみたような経済秩序や労働組合 秩序は，それが目標に到達するための第 1の，

に関する考えからすれば，ブレンターノがドイ 最も基本的な前提条件である失業保険を疎かに

ツの保険制度に対して批判的であったことは自 し，それゆえに，共済金庫はその存立の限定さ

然である。その批判点は地域的ないし企業的制 れた目的を達成しないから，私は，現在の労働

約と失業保険の欠知に集約される。 者保険秩序を不十分と言ったのであるJ([2J， 

社会保険制度が相対的に早くから整備された

ドイツで，失業保険制度だけは他よりも一際遅

れて1927年に成立した。ブレンターノの指摘

は，こうした歴史的な文脈のなかで吟味されね

ばならないであろう。他方で，地域や企業によ

る制約の指摘や，そうした視点からの現行制度

批判については，いくつかの間題も含まれてい

るように思われる。

地域的制約の批判，全国組織の主張の根拠

は，保険の基盤を拡げることとならんで，労働

者の移動を可能にし，あるいは移動によって支

払われた醸出金が無効化しない，ということで

あった。一般的にはこうした指摘は妥当であろ

う。しかし，当時のドイツで，ブレンターノが

いうような全国的規模で労働者の移動が現実に

どの程度みられたのであろうか。うえの主張に

説得力をもたせるにはその点の検討が必要であ

り，そのためには当時のドイツの労働市場のあ

り方が分析されねばならないであろう。ブレン

ターノの 2冊の書物では， ドイツの労働者のお

かれた状況に関する具体的な論及はほとんどみ

られず，それは，扱われた主題からして奇異な

印象すら与えるほどである。

確かに，ブレンターノが示したように，金庫

からの脱退者数はかなり高い割合を占め，それ

は当時のドイツの制度が抱えていた問題の lつ

であったであろう。しかし，現行制度の不備は

認めながらも， r従来の共済金庫によってすべ

ての要求が満たされないからということで，全

く無用としてそれらが簡単に捨て去られるJ11) 

11) これは，社会保険や救貧制度を扱った4冊の書物に

S. 62)といった原則的な反論だけでは議論は

擦れ違いに終わることになろう。保険制度のい

わば技術的改正によって解決可能な部分が残さ

れていないかどうかの吟味が必要だ、ったであろ

うし1へ当時既に入手可能であったはずの資料

を基礎として保険制度の実態に即した，より詳

細で多面的な検討もなされるべきだ、ったであろ

う。そしてその際に，事実の慎重で、公平な取り

扱いが要請されることはいうまでもないω。

[5Jあるべき担い手と制度という 2つの面

でドイツの現状に対してきわめて批判的であっ

たブレンターノは，どのようにしてそうした問

題点が解決されていくと考えていたのであろう

か。本稿でとりあげた 2冊の書物でみる限り，

対する書評のなかでコンラッドがブレンターノにも

言及して述べた言葉である。J.Conrad， [Rezension] 
A. von Miaskowski， das Kranken-und Begrab】

nissversicherungswesen der Stadt Basel， Basel 

1880; u. a. ， in: Jahrbucher fur Nationalokono 

mie und Statistik， Neue Folge， l. Bd.， 1880， 

S. 268. 

12)例えば， 1876年登録金庫法第35条は，複数の金庫が
lつの連合体を形成すること，地域的限定をこえて
全国組織を形成することを認めており，これは，ブ
レンターノの強調する地域的限界をこえることにな

らないであろう由、 Gesetzubぽ dieeingeschrie-

benen Hulfskassen. Vom 7. April 1876， in: 

Reichsgesetzblatt 1876， S. 133. なお， A. von 

Miaskowski， Zur Geschichte山 ldLiteratur des Ar-

beiterversicherungswesens in Deutschland， in: 

Jahrbucher f包r Nationalokonomie und Statistik， 

Neue Folge， 4. Bd.， 1882， S. 493には，疾病金
庫の連合などの案が示されている o

13) r保険強制.167ページで引用された数字は，原典であ
るゲルクラートの数字より l桁大きくなっているo

F. Gerl王rath，Ueber die Hohe der Bei仕'age 白r

die Arbeiter四 Versicherung，Berlin 1881， S. 10. 
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その指摘はきわめて抽象的なものでしかない。

確かに，あるべき保険制度は描き出されている

が，それにいたる途は定かではない。また，彼

が期待をかけながら，その現状については批判

的であった労働組合については， I我が国の労

働者はどうして，未だ現在の社会民主主義の陶

酔から醒めず，今日の国家的・社会的・経済的

秩序が提示する手段を用いることが可能な範囲

内で自分たちの状態を改良しようとしないのだ

ろうか。ただし，社会的・経済的な組織は歴史

的な発展の結果としてはじめて根づき，幸福を

もたらしうるということを忘れてはならない。

諸関係とそれを囲む人間の成熟には時間が必要

である。J([1]， S. 223-224) として，その自

主的発展が展望される一方，国家の介入に対し

ては否定的であり，当面の課題について採るべ

き方策は提示されないままであった。

この点とも関連して，ブレンターノが経済学

の方法として，観察と演緯をあげながら， r労
働者保険』第2編では， I今日の経済秩序」の

下における「労働」販売に関して必要とされる

条件が一般的な理論として展開されていること

にも注目しなければならない。そして，ここで

の「今日の経済秩序」像は， I労働」商品の販

売が「労働の原価」を賄うということにさえな

れば，円滑に機能するものと捉えられている。

そうした抽象的で理論的な基準が現実の分析に

ついてもそのまま用いられ凶，そこから現実の

問題についてもはっきりとした結論が導き出さ

れているのである。論争に際してのきわめて非

妥協的な対応，また， 80年代以降，労働者保険

制度がより積極的に展開するなかで，それに関

するブレンターノの発言が多くなかったこと，

14) ミアスコヴスキもまた，r我々の今日の秩序を自由，

平等，自己責任といった若干の抽象的な原理に還元

することは，それと同時に，こうした原理が実際に

はどのような射程距離をもち，それに支えられた秩

序が直ちに崩壊しないためにはどのような制限が必

要であるのか，ということが示されなければ，不十

分であろう。Jと述べている。 A.von Miaskowski， 

a. a. 0.， S. 492. 

これらはブレンターノの労働者保険論が完結し

た構えをこの時点で既にもっていたことと係わ

っているのかもしれない。

[6Jいずれにしても，社会主義に対抗しな

がら現体制を擁護し，しかし，同時にそれが現

在問題を抱えていることを自覚し，そうした問

題を基本的には労働者問題として捉えきれると

いう考えは，社会政策学会を創設した人々との

共通の認識がここでもみられる，といってよい

であろう。と同時に，市場機構に信頼をおき，

労働組合によって問題が解決されるという構想

は，ブレンターノの独自性をよく示している。

2冊の書物が種々の批判に曝され15) シュモラ

ーとの友情に捧げられた『労働者保険Jがシュ

モラーとの相違をはっきりさせることになった

という皮肉な結果日)も，そのことを象徴的に示

している，といっていいように思われる。

〔付記〕本稿は，平成10年度文部省科学研究費補助金基

盤研究(C)(2)(課題番号10630076)に基づく研究成

果の一部である。

15) とくに厳しい批判を寄せたのはアデイケスであるが

(Adickes， Zur Frage der Arbeiterversicherung. Ein 

Wort zur Verstandigung， in: Zeitschri.丘立ir die 

gesamte Staatswissenscha立， 33. Jg.， 1879， S. 

599-640; ders.， [Rezension]Lujo Brentano， Der 

Arbeiterversicherungszwang ， seine Voraussetzun-

gen und seine Folge， in: Zeitschri.丘地r die ge 

samte Staatswissenscha立， 37. Jg.， 1881， S. 
606-619) ，後にフランクフルト・アム マインの市

長としても活躍する彼は，社会保険や救貧制度に関

して自らの考えを積極的に展開した論文も書いてお

り，それらをまとめて検討することは，別の機会に

譲りたい。

16) r労働者保険jの第 l編をなす論文が出された時に

はそれを賞賛したシユモラーが，第2編の原型とな

る論文に対しては，自由主義的偏向として批判を寄

せ， r労働者保険』が彼に捧げられることには感謝

しながらも，自らとブレンターノとの相違があるこ

とにも言及するよう求めたことが，ブレンターノの

自伝には記されている。L.Brentano， Mein Le-

ben， S. 109-110. 1870年代後半から80年代にかけ

てのブレンターノとシュモラーの緊張関係について

は， J. J. Sheehan， op . cit.， pp. 79-84を参照。




