ー

明治末期の戸田海市と ﹁京都経済学﹂
l ﹁国民経済﹂論の比較史的研究のための一試論￨￨

とを忘れてはならぬ﹂ 1 1
ム戸田海市﹁関税及条約改正意

見﹂ハ一九O八年二一月・ O九年二月﹀
はじめに

日本資本主義の旧体制がその基本的な枠組みを形づくるに至

ったとみなされる産業資本確立期(日露戦争直後の時期﹀に自

東京専修学校および東京帝国大学法科大学選科を卒業したの

l 一九二四年︑明治四l大正二‑平)がいる︒彼は苦学のなかで
一

己の思想を形成した経済学者のひとりとして戸田海市ハ一八七

﹁短日月の中に突如として列国競争場裡に現はれ一等の伍

の前々年に開設されたばかりの京都帝国大学法科大学に講師と

一五九

して着任︑同年九月助教授(経済学第二講座担当)に佳ぜられ

ち︑第四高等学校教授を経て︑一九O 一ハ明治三回)年二月︑そ

べ

班に列するに至った我国は将来世界の嫉妬の中心となり︑

明治末期の戸田海市と﹁京都経済学﹂

きことは今日最早や一点の疑もないのであるが︑過度の保

政治上経済上有ゆる方面から我発展に妨害の加へらる

h

四﹁我周囲有産業の発達﹂の道

同河上肇﹃人類原始ノ生活﹄

伺河田嗣郎﹃資本主義的精神﹄

H 神戸正雄﹃毅物関税論﹄

三﹃京都経済学﹂の形成

同﹁復古的中等社会政策﹂批判

同取引所改革問題

付保護主義政策論

護排外政策は本来我経済の発達を害するのみならず︑世界

裕

一はじめに

尾

列国の嫉妬妨害を益甚しくならしむるの大々的不利あるこ

野

二戸田海市の経済政策論

松

った︒此の独得の京都学風の達成には︑戸田博士の釣合の取れ

一六O

た︒一九O三年二月からO 六年七月までドイツを中心としてヨ

れば︑戸田君は︑独り其学聞を以てのみならず︑其の人格を以

た学風が︑可なり大なる影響を有して居たこと
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ーロッパへ留学し︑帰国後教授に昇進︑一九二四年三月五日に

策の分野で活発な発言をしつづけた人物であった︒

がちな生活を余儀なくされつつも︑主に経済政策および社会政

も︑この一文から︑明治末から大正中頃にかけての京都帝国大

学究的パラダイスの住人たらしめた一恩人であると思ふ:::﹂
と︒追悼文であるという事情を考慮に入れる必要があるとして

て︑京都経済学のパイオニアであると共に︑之を取囲む人々を︑

h

思ふ︒換言す

腸および喉頭結核により在職のまま死去するまで︑病床に伏し

福田徳三は戸聞を追悼する一文において︑﹁殊に私一人とし

学における経済学研究活動は︑福田徳三ら一部の学外の研究者

﹀

ては︑河上博士と私との時々の論争に￨￨他の誰人のよりも

2
ハ

ーーー︹戸田︺博士の高処からの横鎗を希ったこと一一丹にして止ま

をも糾合して活発な展開を示していたこと︑そして戸田海市が

(1)

らないのである﹂と述べたあと︑当時の京都帝国大学における

そうした研究活動における中心的な存在となっていたというこ

︹一九一二年に発足した﹁経済学読書会﹂のことであろう11t引用者︺

本国家権力は︑周知のように︑軍事的観点を基底にすえて﹁国

日本を帝国主義諸列強のひとつとして自負するようになった日

さて︑日露戦争ハ一九O四l O五年﹀に勝利したことによって

﹀

経済学研究活動の様子について次のように語って文章を結んで

とは充分にうかがうことができるのである︒

3
ハ

いる︒﹁博士の健康が未だ著しく衰へなかった頃の京大経済学

では︑火の出るような討論が闘はされつ三個人的の親睦は実

であった︒そこにおいては﹁風紀の振興﹂と﹁民力の溜養﹂︑

富増強﹂のために国内社会体制の全面的な再編に乗り出したの

部は︑実に経済学者のパラダイスであった︒其の経済学研究会

いて︑翌日は東山の御寺見物をしたり︑小川内郷太郎︺博士か

つまり﹁道徳と経済の調和﹂がスローガンとして掲げられた︒

に理想的であった︒河上博士のダタッ広い寓居に一夜泊めて頂
に連られて︑戸田博士を百寓遍の御宅に訪ねて閑談したりした

された︑いわゆる﹁地方改良﹂運動￨￨報徳会︑帝国農会︑帝

国在郷軍人会など﹁半官半民的教化団体﹂ハ石田雄)の創設11i

平田東助内務大臣の下に﹁上下心ヲ一ニシ﹂ハ戊申詔書﹀て推進

ことの出来ない愉快な時代であったと共に︑経済学研究会の討

がこの﹁日露戦後経営﹂の課題を担った一大運動であったとい
うことはこれまでのすぐれた研究によって明らかにされている

ことは︑私の一生￨￨荷も当時は慶応義塾の冷飯として東京で

論では︑伏兵各所から起って︑厚顔な私も少からず商喰ひはした

ところである︒国家権力の支配を国民の日常生活ハ心情的側面

は殆んど身の措き処のなかった私に取っては￨1l決して忘る与

が︑然し自分が可なり永い問考へて居た問題に就いて︑思も設

ハ
4)

けぬ突っ込んだ質問を受けたことは︑会心此上もないことであ

をも含めて﹀にまで浸透させることによって強力な国民統合を

独自性については︑すでに杉原四郎氏が注目されている︒例え

済学関係諸教授の執筆がほとんどみられないという東京帝国大

から大正初めの﹃国家学会雑誌﹄には松崎蔵之助や河津遅ら経

学の沈滞ぶりを認められる一方︑京都帝国大学では︑一九一七

ば杉原氏は︑学術経済雑誌の変遷を論じられるなかで︑明治末

社会政策学会の活動は︑ほぼ同時代のドイツにおける種々の政

年の経済学部開設に先立って︑一九一三年には﹃京都法学会雑

図ろうというこうした社会的動向のなかにあって︑明治末から

策論争の影響を大きく受けつつ展開されていったが︑その展開

誌﹄から独立して経済学専門誌として﹃経済論叢﹄が創刊され︑

大正期にかけて日本における経済アカデミズムを主導した日本

よびその社会的基盤としての旧中間層の維持に求める﹁社会王

初期の頃には京都帝国大学のスタッフに加えて福田徳一二︑左右

は︑大掴みにみるならば︑﹁社会問題﹂の解決を国家の権威お
制論﹂的な主張(金井延︑桑田熊蔵らl東京帝大)と︑それを

田喜一郎︑滝本誠一︑大塚金之助らの諸論稿が掲載され︑﹁学

な対抗と理解することができよう︒日本における(官学系)経

つ経済学(および社会学)の自立化がいちはやく志向されてい

術雑誌として未曽有の成功を収めた﹂ことを指摘されている︒
このように京都帝国大学において﹁国家学﹂的関心から離れつ

(8)

日本経済の﹁後進性﹂の克服・解消に求める自由主義的な主張

済アカデミズム形成期のこうした潮流のなかにあって︑それら

のことか︑りしても︑明治末から大正中頃にかけての﹁京都経済

たという事実は充分に注目すべきことと思われるのであり︑こ

において存在していたとするならば︑それはいかに理解される

学﹂は日本における経済アカデミズムの形成・展開を考える上

(5 ﹀

から一歩遅れて登場し︑福田によって﹁京都経済学﹂と呼ばれ

(関一︑福田徳三ら1東京高商)との潜在的なあるいは顕在的

たクライスが﹁個人的の親睦﹂にとどまらず学的傾向という点
べきものであろうか︒結論を先取りしていうならば︑わたくし

心をよせ︑いかなる主張を展開していたかを具体的に明らかに

本稿では︑﹁京都経済学﹂に属する人々がいかなる問題に関

で決して無視し得ぬ存在であるといえるのである︒

はこの﹁京都経愛子﹂にl ￨国家官僚機構への人材補給機関と

の初発の時期にあたる明治末期に限定し︑戸田海市の経済政策

するために︑考察の対象をさしあたりまず﹁京都経済学﹂形成

しての役割を担う東京帝国大学の経済学との学問的性格の区別
を意識しつつ
11日本における国民的生産力つまり生産諸力の

諸論稿および戸田ととりわけ関わりの︑深かった神戸正雄二八七

6)
ハ

あり方およびその担い手の日本的﹁特殊性﹂ H歴史的・個性的

七l 一九五九年︑明治一 O l昭和三四年﹀︑河上肇ハ一八七九!一九四

(7)

要因という問題関心ないし問題の立て方を明確に自覚した学的
近代日本経済思想史上における京都帝国大学の経済学者群の

一六

六年︑明治一一一1昭和二一年﹀︑河田嗣郎(一八八三l 一九四二年︑

集団の成立を見出すことができると考えるものである︒

明治末期の戸田海市と﹁京都経済学﹂
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ハ1﹀細川一元雄﹁戸田海市覚書
ll著作目録︐はしがき e に代えてl

明治一六l昭 和 一 七 年 ) の 三 者 の 若 干 の 著 作 に つ い て ︑ そ れ ぞ れ
(9 ﹀
の内容の紹介および検討を試みることにしたい︒
ー﹂京都大学経済学部調査資料室﹃戸田海市著作目録﹄︿﹁調査資料
室報﹂肱 7︑一九人三年﹀所収︒本稿の作成にあたっては同目録の
利用に多くを負っていーるぜなお文献検索中︑東京大学経済学部図書
館に︑講師戸田海市議述﹃地方自治制論完﹄と題する冊子(発行
所︑発行年月日とも不詳︑四十二七八頁)が所蔵されていることを
見出した︒岡目録には記載されていないので︑ここに指摘しておき
たい︒
︿2﹀福田徳三﹁戸田博士を憶ひて﹂﹃経済論叢﹄第一八巻第四号(一
九二四年)所収︑一四五i 一四六頁︒同号には福田徳三のほかに西
田幾多郎︑神戸正雄︑河上肇︑河田嗣郎︑小島昌太郎︑関一が追悼
文をよせている︒これらの追悼文は戸田の学問上の親交を知る上で
ひとつの手掛かりを与えるものであるといえよう︒

一
六

ハ
6﹀ここにおける﹁国民的﹂という表現には︑窟民国家における近

的な役割を担うという意味が込められている︒﹁国民経済﹂論は国

日代資本主義'(合理的資本主義﹀の形成・展開に対して積極的・主導

て論ずることを課題としている︒﹁国民経済﹂論の経済学(経済思

民的生産力(すなわち生産諸力の国民国家的結合﹀のあり方につい

想)史上における意義については︑松田智雄﹃社会科学の成立と発

展﹄(放送大学教育振興会︑一九八六年)一 O 二!一七六頁を参照︒

学﹂のその後の仕事において充分に成功したか︑さらには日本の経

(7﹀もちろんそうした問題関心ないし問題の立て方が﹁京都経済

済学の展開のなかで有効に生かされていったかどうかということは

別問題であり︑今後さらに検討されるべき課題である︒

(未来社︑一九八O年)所収︑ニニ九l 二三四頁︒

ハ
8﹀杉原四郎﹁大正時代の経済雑誌﹂同﹃日本経済思想史論集﹄

(9﹀石田雄氏は︑日本の社会科学の特質を歴史的展開の過程におい

どのように理論的に対応しようとしたかという観点から︑国それぞ

口それぞれの時代に社会を構成した人々をどのように捉え︑それに

て解明するという課題のために︑日本の社会科学を H思想史的に︑

れの時代に支配的影響力を持った社会科学者の集団を手掛かりとし

ハ
3﹀﹁経済学読書会﹂の活動については︑細川元雄﹁京都大学時代

の河上肇﹂﹃経済論叢﹄第一二四巻第五・六号(﹁河上肇生誕一 O

科学の方法的特質との聞の関連を探るという石田氏の問題提起に触

九八四年)六￨一三頁︒わたくしの課題設定は︑近代化の型と社会

を提起されている︒石田雄﹃日本の社会科学﹄(東京大学出版会︑一

て︑同他の文化社会との比較の視点を含めて︑検討するという方法

O年記念号︑一九七九年)所収︑一五一l 一五三頁を参照︒
ハ
4﹀ ﹁ 日 露 戦 後 経 営 ﹂ の 思 想 史 的 意 味 に つ い て は ︑ ま ず ︑ 石 田 雄

政策学会と経済学研究﹂経済学史学会編﹃日本の経済学￨￨日本人

ハ5) 日本社会政策学会については︑さしあたり︑飯田鼎﹁日本社会

る時期および人物はきわめて限定されたものであるが︑わたくしは

発されている︒もちろん本稿において考察の対象とすることのでき

﹃明治政治思想史研究﹄(未来社︑一九五四年)を参照︒

の経済的息惟の軌跡￨￨﹄(東洋経済新報社︑一九八四年)所収︑

本稿を︑上述の石田氏の問題提起を踏まえて︑﹁国民経済﹂論の比

を参照︒日本社会政策学会に関する諸研究は同論文の注 2に指示さ
れている︒

較史的ないし知識社会学的研究という課題を追求してゆくための準
備作業として位置づけたいと考えている︒
戸田海市の経済政策論

ル点ニ着目スベキカ又如何ナルモノヲ以テ理想的待遇法トスベ

味ヲ感ズル所以ナリト説キ其待遇ノ良否ヲ察スルニ当リ如何ナ

々根拠アリ教授身ニ病アルヲ忘レ諒々乎トシテ説カル談ハ愈々

キカヲ講述セラレタリ:::我邦ノ実情ニ照シ立論セラル︑所一

佳境ニ入リ列スル者社会政策ノ福音ニ心ヲ奪ハル︑ノ際忽然ト

﹀

戸田海市が留学から帰国した翌年度ハ一九O 六l O七年)におけ

ハ
3

シテ工科大学附属ノ工場汽笛ヲ伝フルアリ資本ノ号泣ト想ハレ

﹁経済学第二部工業商業経済﹂および﹁経済学第三部貨幣銀行

る京都帝国大学法科大学の﹁試験問題﹂をみてみると︑戸田は
論﹂を担当している︒前者に関しては︑﹁一︑家内工業ノ利害

以下︑本章においては︑経済政策に関するものに限定しても

テ此日ノ講演脳疑ニ浸潤スルコト殊ニ深キノ感アリ﹂と︒これ
は戸田の講義の様子を伝える数少ない記述のひとつである︒

相当な数にのぼる戸田の諸論稿のうちのいくつかを︑この経済

二︑﹁ヵiテル﹂ト﹁トラスト﹂トノ長短三︑保護貿易策ハ
一国ノ資本労働ヲ其長所ヨリ短所ニ向ハシムルニ過キストノ説
︿

IV

ヲ評セヨ﹂と出題されており︑戸田の関心の所在を知ることが

の点︑すなわち付保護主義政策論︑口取引所改革問題︑同﹁復

政策の領域における彼の主要な関心事であったとみられる三つ

ハ
4X5U

古的中等社会政策﹂批判︑の三点に分けて考察することとした

できる︒また当時︑京都帝国大学法科大学ではドイツ流の﹁演
たが︑経済科ではそれに加えて﹁実況調査﹂を学生に課してい

2)
ハ

習﹂を重視するという﹁自由討究的﹂な教育体制が採られてい

海市の政策思想がまとまった形で展開された最初の著書とみな

一九O八(明治四一)年一月に公刊された﹃我独逸観﹄は戸田

演習(二月一四日)では︑近く実施が予定されていた鐘淵紡績

付保護主義政策論

会社京都分工場の見学に関しての事前指導として戸田が﹁病躯

すことができる︒彼はドイツから帰国したのち︑一九O七年か
らO八年の聞に︑先換券制度︑取引所︑貿易政策︑貨幣︑工場

回の内容を記した記事が残されている︒それによると︑第二回

ヲ推シテ出席﹂し︑工場見学に際しての注意点を具体的かつ懇

誌﹄などにほぼ毎月発表しているが︑﹃我独逸観﹄はそれらの

法などに関する諸論稿を﹃京都法学会雑誌﹄や﹃日本経済新

た︒一九O七・ O 八年度における﹁演習﹂の第一回および第二

切に講じた旨が次のように記されている︒﹁我邦工場法ナキガ

ハ
6)

タメニ現今職工待遇ノ如何ハ一ニ雇主ノ方寸如何ニヨリ決セラ
ル︑ノ状アリコレ実ニ一雇主ノ責任観念ヲ覚醒スルノ必要殊ニ大

誌﹄の﹁新刊紹介﹂欄において河上肇によって次のように評さ

論稿とは別に書き下されたものである︒同書は﹃日本経済新

一六

ナル所以ナルト共ニ又吾人ガ工場職工待遇法ヲ視察シテ殊ニ趣
明治末期の戸田海市と﹁京都経済学﹂
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興とを﹁新興国﹂における中心的な政策課題として掴みとっ

立教経済学研究第四一巻二号(一九八七年﹀
れた︒河上はまず︑﹁本書は独逸帝国の真相を述べて其の勃興

の﹁危険﹂位をも指摘しなければならなかった︒その指摘が当

た︒しかし彼はそれと同時に同程度の力を込めて保護主義政策

8
︿V

の原因を論ぜん為めに著述されたるものなるが︑内容は決して

注目されてよい点である二戸田は﹁保護貿易と自由貿易との可

の割合とも見るべく︑而して:::本書は或る意味に於いて︑独

単純なる事実の叙述にはあらずして︑寧ろ叙事五分︑議論五分

否は︑時と所との事情に由りて判定すべく︑一概に論ずること

の﹁危険﹂性についてのいちはやい警告であったことは充分に

べく︑其の常に日本との比較を忘れず︑何事に付けても顧みて

時日本において急速に台頭しつつあった農本主義的保護主義論

日本の現状及ひ将来を云為せられたるよりせば︑又た或る意味

を得ざるものであるが:::若し保護の程度が高きに過き︑国民

逸を実例に用ひて述べたる政策各論の纏りたるものと見るを得

に於いて︑本書は独逸に蒋りて日本の政策を論じたるものとも

国民が外国の競争に堪えざるに至りし原因は守旧退嬰の結果で

一面農業の保護奨励の必要を看過されずして︑﹃我国は国土狭

て︑﹁而して博士が我国商工業の奨励発達の急なるを論じつ三

る資本労働の活動に由って生ずる生産の増加とを比較せねばな

ては︑﹁一方に於ける此の消費者の損失と︑他方に於ける新な

であることは明である﹂と述べ︑保護主義政策の採用にあたっ

あって若し之を保護して︑外国競争と云へる鞭縫を取去れば︑
国民は益因循愉安に陥るの危険がある時には︑保護は甚だ有害

をして怠眠を食ることを得しむるか如きものであるか︑若くは

見るべく︑誠に﹃我独逸観﹄と云はんより﹃我が日独比観﹄と
云ふの寧ろ適切なるを覚へしむ﹂と︑戸田のすぐれた着想を適

隆にして将来農業拡張の余地なしとの通俗の意見は大なる誤で

切に評価している︒さらに河上は戸田の農業保護論をとりあげ

ある﹄と為し︑かの一派の排農論を斥けられたるは︑吾人の最

らぬ﹂とする﹁保護の価値を正当に判断すべき原則﹂を示した

農業保護政策の妥当性もこの﹁原則﹂にしたがって判断され

詳細に論じられている)︒

のであった(この﹁原則﹂は﹃国家学会雑誌﹄に発表された論
稿﹁貿易政策ノ原理ニ付テ﹂三九O七年一 O月﹀においてすでに

ハ
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も賛成する所なり﹂と述べ︑一戸田の主張をすでに﹃日本農政
学﹄(一九O六年﹀などによって展開していた自らの﹁農工商併
ハ
7)

立﹂論の陣営に属するものとみなしたのであった︒

さて︑戸田は﹁新興国﹂ドイツが﹁実業上の覇権を収め﹂得
フリードリヒ・リスト

(
H
E
a広島ピ巴)を保護主義政策の﹁唱

たのはなによりも保護主義政策によるところが大きいとして︑

言せねばならぬ﹂︒このくだりが河上によって﹁吾人の最も賛

なければならないのである︒﹁我国は︑国土狭除にして︑将来
農業拡張の余地無しとの通俗の意見は大なる誤であることを一

m
ハ
)

る諸政策の検討を通じて︑諸産業の保護・育成と実業教育の振

道﹂者として高く評価するとともに︑ピスマルク体制下におけ

生産力の拡充を要求するものとなっている︒彼は﹁我国では今

農民層になによりも期待をかける﹁真正の農業進歩﹂策を求め

﹁力作﹂(内田義彦﹀的な努力による￨￨経済的向上を志向する

へ便宜を与ふる事とする﹂として︑﹁奮励﹂による￨￨いわば

日までは資本を投じ︑学理を応用し︑精遠大の計画を要する場

る戸田にとって︑いわゆる輸入米課税に対する反対の立場は当
然のことであった︒﹁我国は東洋の英国なり︑故に立国の基礎

来ぬけれとも︑奮励せんとする者に対しては︑充分の保護を加

所には︑全く手を付けず︑只だ旧東慣行の労働のみで耕作の出

これに続く戸田の農業保護に関する主張は徹底して日本の農業

来る場所だけを開拓したのである﹂として︑日本の農業に今日

て︑農工商併立主義の経済上︑社会上︑及政治上必要なる事は

も宜しく英と斉しく之を商工業に置くべしとの論は不当にし

成する所なり﹂と指摘されたことは先にみたとおりであるが︑

求められるべきことを次のように述べている︒すなわち︑﹁我

以来︑次第に勢を増しつ﹀ある一派の農業保護論に至つては︑

上述の如くであるが︑戦時税として米麦粉等へ輸入税を課して

(ロ﹀

国の農民は︑気候地味の好良なることの利益を有するのみなら
である︒・:・我農民は安心して土地に資本を投ずることが出来

ず︑外国の廉価農産物と激烈なる競争を為すべき心労も無いの

求め又はチャンパ l レンの帝国主義を持ち出して来るのである

の手段を以て農業保護を主張する論者は︑直に例を欧州大陸に

いる︒なぜならば︑日本国民は﹁日本米﹂を常食としているの

予輩其不当なる事を警告せざるを得無い︒:::斯く貿易政策上

は︑外国農産物は︑容易に我市場に侵入し得るのである︒故に
敵を招くと否とは一に我農民の勤むると否とに係って居る︒我

れる程の供給力が諸外国にあるとは当面とうてい考えられない

る︒若し農事の改良︑耕地の拡張を行はずして年々増加を為す

々が農民の一意に奮発興起せんことを切望するのは︑決して一

からである︒そうである限り﹁食物の大部分を自給するの必要

人口に対し︑甚しく供給不足となり︑価格の騰貴を生ずる時

時の言では無い︒会く百年の大計に出づるのである﹂と︒重要
なことは農産物価格を維持することではないのである︒農事改

がある﹂のは当然である︒それにもかかわらず﹁過ぐる二十年

であり︑その﹁日本米﹂について﹁激烈なる競争﹂がもた りさ

が︑之は頗る見当違ひと去はざるを得無い﹂と戸田は断言して

良や耕地の拡張などのために積極的に﹁土地に資本を投ずるこ

間に米価は一般物価に比較して尚ほ五割に近き騰貴を為して居

(日﹀

て︑それに伴って農産物価格は低下することになろう)こそが

と﹂によって農産物の生産の構造的な拡大を図ること(そし

る﹂のであり︑﹁要するに我農民は大なる利益を得て居るから

一六五
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して︑米価の騰貴になみなみならぬ期待を抱く地主的利害勢力

喫緊の政策課題なのである︑と戸田は主張するのであった︒そ

此上米価の騰貴を要求する権利は無いのである﹂︒戸田の主張
する農業保護論は地主的利害との親和性を明確に断ち切ったと

の主張を厳しく批判し︑﹁大に奮励せねば地位を高める事は出
明治末期の戸田海市と﹁京都経済学﹂
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ころに展開されているといえるのである︒

一六六

て一国の経済財政の指針となるに在り︑然るに我取引所の相場

いる︒﹁言う迄もなく取引所の最大任務は価格を適当に決定し

は何であったのであろうか︒戸田はそれを次のように説明して

護論を主張する﹁重農論者﹂の議論を一切斥け︑生産力の拡大

に果して此の如き権威ありや︑或は屡々不自然なる相場の変動

戸田は︑﹁陵昧不明﹂な道徳論や政治論を根拠とした農業保
という(唯一のといってもよいと思われる﹀観点から︑﹁我国

宮︑何人も之に答ふるに跨踏せざるを得ざるベし︒:::我国に

を生ぜしめて経済財政を撹乱するの弊更に大ならざる乎を聞は

(M)

民経済進歩の基本を為すもの﹂としての農業の保護・奨励 (H

んだ分野のひとつであった︒そのことは︑一九O 七年からO九

関税問題と並んで取引所問題は当時戸田が最も熱心に取り組

口取引所改革問題

世人が往々取引所を以て実業界と没交渉なる一種の賭博場とす

事する仲買業者は商界に於る日蔭者として軽視せらる与今日︑

甚しく︑特に取引の大部分は法網を脱して行はれ︑従って之に従

於ては前述の如く取引所の効用の著しきもの少くして其弊賓の

﹁新たなる資本労働の活動に由って生ずる生産の増加﹂)を求め

年に発表された取引所および取引所税制の改革に関する諸論稿

﹁恰も世人の不当なる色慾充足の事実は禁ぜんとして禁事すべか

るの思想より脱せざるは怪むに足らず﹂と︒そして︑世論にお
ける大方の風潮すなわち取引所取引を﹁賭博﹂と同一視し︑

るものとして︑きわめて明瞭な立場を示したのであった︒

をまとめた﹃取引所税法改革論﹄が︑﹃我独逸観﹄につづく二

脱すること﹂のできない取引所の改革を︑農業保護(自らの

の大部分が取引所に集中されている二戸田は﹁前時代の病弊を

工商併立主義﹂の立場をとる一戸田の国内商業に対する関心はそ

(おそらく自費出版とみられる)ことからもうかがえる︒﹁農

を適当ならしめず︑却って人為的に変動せしむること少なから

害﹂とを懇切に論じたのち︑﹁取引所が其本務たる価格の決定

戸田は厳しく戒めるのであ
ロ
ハる︒彼は取引所の﹁効用﹂と﹁弊

直接関係者とを制限するを得策とする﹂というような考え方を

なる賭博場を公認して地を限り︑数を限り︑其目的物と方法と

らざるより︑公娼及遊廓の制度を認むると異ならず﹂︑﹁取引所

(日四)

番目の著書として一九O 九ハ明治四二)年六月に公刊されている

﹁奮励﹂によって経済的向上を志向する農民層の保護・奨励)

らしている最も重大な要因として付取引所取引に必要な知識お

ざるは其弊の最も大なるものなり﹂とし︑そうした弊害をもた

v

および工業育成(﹁我国固有品﹂ H生活必需品工業の育成︒後述
参照)とともに︑重要な政策課題として認識していた︑とみる

引に必要な資力および信用を有さない者が取引に従事している

よび経験を有さない者が取引に従事していること︑口取引所取

ことができる(戸田の取引所に対する関心は晩年に至るまでつ
(時﹀

それでは明治末期に多くの論議を引き起こした取引所問題と

づいている)︒

れ︑或は世間一般の人気に感染し︑或は少数の有力者の買占め

こと︑を挙げている︒前者の結果︑﹁或は無根の風評に惑はさ

一面に於て仲買人の数を適当に制限するときは︑仲貿人も敢て

世の資本家実業家が信用を置て之に売貿を注文す可きが故に︑

付ては成るべく其共同自治を基本と﹂することとする︒﹁玉石

﹁仲買人﹂が﹁健全なる少数者﹂となる時には﹁風紀の取締に

混鴻の状にある今日の仲買人の聞には其共同自治に由る風紀の

劣等の客を誘引するの必要﹂はなくなるであろう︒さらに将来

て万一を傍倖すること多きは敢て怪むを要せず﹂こととなるの

維持を望むを得ずと難も︑劣等仲買人の淘汰し去られたる暁は

売崩しに釣り込まれて所謂提灯持となり︑以て価格高低の勢を

であった︒取引所における﹁不自然なる相場の変動﹂によって

助成する﹂こととなり︑また後者の結果︑﹁無謀の投機を企て

もたらされる暴利(およびその裏面としての多大な損失)を社

其共同自治の発達を見ること難からざるべし﹂と戸田は将来の

(叩岨)

会的不道徳として非難するか︑あるいはそれを社会的必要悪だ

展望を述べている︒第二に︑﹁世界無比の高率﹂となっている取

(羽)

として是認するといった論議に終始していたそれまでの状況に

ハ幻)

比べ︑取引所機能の本質が価格形成にあることを明確に示し︑

引所税の税率を引き下げることとする︒﹁投機取引を以て厭ふ
ベく賎しむべきもの﹂とする社会的風潮を背景に︑射倖心の抑
制と同一レベルの観点から取引所取引を極力抑制することをね

改革すべき問題の所在をそこから捉えることに努めた戸田の認

らって︑これまでつねにその引き上げの方向で論じられてきた

識はきわめて卓越したものであったということができる︒
そこで︑取引所改革の根本策は︑そうした﹁無識無資の者﹂

に理解させることは容易なことではなかったはずである︒しか

し︑取引所外での闇取引を誘発し︑﹁仲買人﹂を﹁劣悪不健全﹂

取引所税税率について︑その引き下げの合目的的な意味を世論

なものとしている制度的元凶のもうひとつがこの﹁禁止税と称

を取引所取引から排除することである︑と戸田はいう︒﹁取引
め取引所をして見識資産ある紳士の会合たらしめざるべから

所をして完全に其職能を議さしめんとせば︑投機商の品位を高
ず﹂︒そのために戸田が示した改革構想は大きく次の二点にま

(m)

するを得ベき﹂高率の取引所税である︑と戸田はみたのであっ

れた税率を永久税に固定しようとする取引所税法﹁改正﹂案

た︒したがって︑日露戦争時における特別税として引き上げら

は︑戸田によって︑﹁今や取引所腐敗の大原因たる現税法を存

︿

ω
)

こととする︒それによって﹁劣等仲買人を淘汰する﹂とともに

とめることができる︒すなわち︑第一に︑﹁仲買人﹂の﹁身元
保証金﹂を引き上げて取引所取引への参加の条件を厳しくする
﹁実力ある優良の仲買人の地位を安固有利ならしむる﹂のであ

の甚だ遺憾とする所なり﹂と批判されなければならなかったの

続し︑以て其腐敗を黙認するが如き態度に出でんとするは予輩
(お)

る︒その結果として﹁仲買人の品格高まるときは資力薄弱なる

一六七

劣等の客を相手とするを欲せず︒又品格高き仲買人に対しては
明治末期の戸田海市と﹁京都経済学﹂

である︒
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﹁一面には堪ゆべからざる圧迫を加えて他面に安全なる遁路

一六八

次の一文は近代社会の展開を﹁平民﹂の解放←﹁無産者﹂の

ついてもう少し立ち入ってみることにしたい︒

に由て其基礎の広大複雑となること与相伴ふ﹂とする戸田の社

会進歩観を端的に示している︒彼はいう︒すなわち︑﹁抑も文明

解放←﹁女性﹂の解放と捉え︑﹁文明の進歩は下層階級の向上

を講ずるものは一概に仲買人の賎劣を相官めずして須らく先づ制

の進歩は社会各階級の平等的発達を促がし︑以て社会組織の基

を開くが如き制度の下に在ては︑如何なる人士をして其中に立

度の不当を責一むべきなり﹂︒﹁賭博﹂的行為を許容する取引所の

なる貴族階級の文明に過ぎずして︑其基礎偏狭なりしが故に偉

礎を広大にし︑複雑にするものなり︒古代及中世の文明は少数

たしむるも遁路を求めて逸出するや必せり︑故に取引所の改善

制度的実体が存在していたのである︒各地方取引所において︑

って﹁賭博﹂的行為が行なわれていたという事実は︑それぞれ
の取引所所在地において地域市場的な自立性が形成され得る条

場をそのまま引き︑つつしただけの︑いわゆる﹁電報相場﹂によ

に過ぎず︑今日社会主義の運動なるものは畢寛文明の基礎を更

を為したりと躍も︑其実今日迄の文明は尚ほ有産者階級の文明

て平民階級に重要の地位を与ふるに至りしが為め偉大なる進歩

敗に陥りたり︒然るに近世の文明は更に社会組織の基礎を広め

大の発達を為すことを得ず︑或る程度まで進歩して忽ち停滞腐

︿川出﹀

その設立当初から︑取引の実体をともなわず中央の取引所の相

与え
件すら￨￨少なくとも取引所制度という点に関しては 111

ことになる︒地主的日商人的利害を背景に取引所の日本的性格

取引所再編政策を通じて︑日本経済の構造に組み込まれてゆく

の﹁賎劣なる山師の巣窟﹂としての温存は︑やがて展開される

んど疑を容る与の余地なし︒此の如く文明の進歩は下層階級の

女子にも重要の地位を与へんとする女権拡張運動なるべきは殆

なるものは︑男子のみを基礎とせる従来の文明を更に拡張して

ならず︑又将来の社会に在て社会︹主義︺的運動に次ぎ重要と

に拡張して無産者階級にも重要の地位を与へんとするものに外

ハお)

られていなかったということを示しているといえよう︒取引所

がまさに形成されようとしていた時期に︑戸田はその事態を正

向上に由て其基礎の広大複雑となること弘相伴ふの事実は︑独

り一国一社会の文明に付て存するのみならず︑全世界の文明に

日﹁復古的中等社会政策﹂批判
さて︑これまでにみてきた戸回の輸入米課税政策批判ならび

対する各国各民族の関係を見るも亦同性質の現象あり﹂と︒戸
田は社会の構成を﹁上層﹂﹁中層﹂﹁下層﹂の三﹁階級﹂として

しく見抜いていたといえるのである︒

に取引所政策批判はそれぞれ彼のいう﹁復古的﹂政策に対する

捉え
ll ﹁中層階級﹂は財産所有の大小のみならず︑その教育

(お)

で︑この点に関連して彼の実践的な主張の根底にある社会観に

批判の一局面をなすものであるとみなすことができる︒そこ

下両﹁階級﹂に分断されることになるとする主張を斥け︑﹁下

せる水の常に清鮮なると異ならざるなり﹂と︒彼は︑経済社会
の進展にともなって﹁中層階級﹂は消滅し︑国民は必然的に上

る︒すなわち﹁是れ恰も停滞せる水の腐敗し易きに反し︑流動

動の可能性を充分に堅持することの社会的重要性を強調してい

社会層であるとされる1￨︑各﹁階級﹂間における各成員の流

と妄信して其定期取引を禁止し︑其他農業保護の為め各種の事

くるものとし︑若くは其空売買に由り穀価の下落を引起すもの

主とし︑取引所に於ける穀物の定期取引は外国穀物の輸入を助

づ農業に対しては過大の保護税を設けて外国競争を防ぐことを

政策︑手工業政策そして小売業政策について説明しており︑そ

帝制期のドイツにおける一連の農業政策︑取引所政策︑労働者

せんとする﹂ものなのである︒そして戸田は︑この﹁復古的政
策は独撲の両国に於て最も盛に行はる︾所なり﹂として︑第二

(mN)

層階級の福利増進を目的とするものを社会政策と称するに対

業に過大の国費を投ずべきことを主張し︑甚しきは工場法を設

程度や職業の性格などによって他の二﹁階級﹂とは区別される

し︑中等社会︹ H中層階級︺の夫れを目的とするものを特に中

興論者又は報徳主義者の中には非常の復古的色調を帯ぷる者少

ありと離も日露戦争後に歪りて特に顕著となれり︒彼の漢学復

傾向を帯びはじめたということにあった︒﹁此傾向は時に消長

業の従業者の数を制限して其相互間に於ける競争を滅し︑以て

競争者を国家の力を以て抑圧することを主張せり﹂︒﹁更に小企

る者なり﹂︒そして﹁手工業及小売商業に対しては第一に之が

罷工の如き文明国人の当然享有すべき自由団結権に極力反対す

なからず︒彼等は勿論農業労働者間に於ける労働組合又は同盟

の批判的視点にはきわめて的確なものがある︒すなわち︑﹁先

等社会政策と云ふ﹂として︑﹁階級﹂相互間の流動的な関係を

けて社会政策を実行するは︑田舎の人口を都会に吸収して農業

(幻)

堅持する￨￨近代的勤労市民の形成￨￨ために﹁中層階級﹂の

労働の欠乏を来たすものとして社会政策の実行に反対する者少

︿泊﹀

健全な育成の固有な政策的意義を認めているのである︒

なからず﹂︒商工業が農業に対して優勢の位置を占め︑また﹁中

其安楽なる生活を確保せんことを主張せり﹂と︒こうしたドイ

戸田の危倶はこの﹁中等社会政策﹂が著しく保守的・復古的

層階級﹂の中心が﹁旧中層階級﹂から﹁新中層階級﹂へと移行
してゆくのは避けることのできない時代の﹁大勢﹂となってい

あって︑それはただ﹁国民経済の進歩に少なからざる障碍を与

策は﹁封建的思想﹂と﹁尚武主義﹂とを基盤とするものなので

ツにおいてすでに典型的にみとめられるような﹁復古的﹂諸政

(但)

るにもかかわらず︑かの﹁一派の保守論者﹂は﹁国家の力を以

へ︑以て民衆の福利を扱くると同時に世界競争に於ける一国の

(抽出)

て此大勢に反抗せんとする﹂ものであり︑その主張は﹁現社会
組織の根本原則たる自由競争の制度を極度に制限して一種の階

地位を薄弱ならしむるに止まるの運命を有するもの﹂であると

一六九

級的特権を設け︑又現社会活動の最大要素たる資本の力を抑制
明治末期の戸田海市と﹁京都経済学﹂
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いわなければならないのである︒
そして﹁旧中層階級﹂は︑たとえそれが﹁極端なる破壊主
義﹂への対抗として︑その限りにおいてその保護のために一定
の政策的対応がなされるべきものであるとしても︑その際の政
策は﹁独立自助の能力を発揮せしめ︑結局保護奨励を不必要た
( h M﹀

らしむるに至ること﹂を目的とするものでなければならない︑
と戸田は主張している︒当時︑都市部の中小商工業者によって
(お)

その組織化が￨￨商人資本・問屋制資本が運動を主導する形で
もって￨￨推進されていた同業組合について︑戸田は︑﹁当業
者の自由意志に出つる団結﹂であるという点に関しては一定程
度の評価を与えるものの︑﹁今日我国の同業組合及独撲の手工

一七O

動性の堅持(それによる﹁下層階級﹂の向上可能性)に社会進

﹃京都法学会雑誌﹄第二巻第七号(一九O七年)一一 O頁
︒

にはきわめて厳しいものがあるといえる︒

歩の原動力を見出す社会観に立脚した彼の﹁復古的﹂傾向批判

(1)

ハ2) 当時の京都帝国大学法科大学の様子については︑潮木守一﹃京

都帝国大学の挑戦ll帝国大学史のひとこまil﹄(名古屋大学出

版会︑一九人四年)を参照︒問書は︑東京帝国大学法科大学の﹁講

義暗諦注入的﹂教育に対し︑﹁自由討究的﹂教育をめざした新興京

都帝国大学法科大学の試みとそれをめぐる葛藤を描いており興味深
︑
︒

︿4) 戸田海市に関する研究文献については︑細川元雄﹁戸田海市覚

二六頁︒

ハ3) ﹃京都法学会雑誌﹄第二巻第一 O号(一九O七年)一一一四l 一

書il著作目録仰はしがき︒に代えて1 1﹂
一 Oi一一一頁を参照︒

組合の実績に鑑み︑又之を主張する多数論者の旨意を考ふると
﹁中等社会政策﹂がねらいとするところと︑同業組合推進論者

きは︑到底之に多大の望を嘱するを得ず﹂と述べて︑自らの

(5﹀一戸田は一九O七(明治四O﹀年から死去に至るまで京都商業会

ハ7﹀河上肇﹁我独逸観﹂(一九O八年)﹃河上肇全集﹄4ハ岩波書

九章から成っている︒

頁で︑緒論︑教育︑法政︑軍備︑経済︑工業︑農業︑交通︑植民の

(6﹀戸田海市﹃我独逸観﹄︿丸善︑一九O八年﹀︒同書は本文四三ニ

論稿を検討する際念頭に置いておく必要があると思われる︒

多大な関心が存するとみることができるのであり︑この点は戸田の

景には京都・大阪を中心とする関西ブルジョアジーの行動に対する

合が実施した種々の調査事業を指導している︒彼の経済諸論策の背

議所の特別議員を勤め︑その問︑同会議所および関西商業会議所聯

たちが抱く﹁旨意﹂との聞に明確な一線を画すのであった︒さ
らに︑同業組合制度が当時有していた製品販売価格の統制や賃
銀の上限に関する規制力について︑﹁特に此制度に由りて当業
者に一種の特権を与ふることは︑公益を害すると同時に当業者
の自助努力を鈍らしむるの悪結果を生ずることを免れざるな
り﹂として批判している︒戸田は︑日本の小ブルジョアジーが
生産性の向上を志向するのではなしにむしろ﹁一種の特権﹂に
よる市場制限を求めることによって自己の地位を保全しようと
する傾向を危倶していたのである︒﹁階級﹂相互聞の社会的流

﹃我独逸観﹄二五l 二六頁︒戸田は︑河よと同様に︑ピスマル

底︑一九八二年﹀所収︑二七八l 二七九頁︒
ハ
8)
ク体制下における貿易政策の転換のうちにリスト﹁学説﹂の実現を
みている︒河上については︑大野英二﹁初期河上における経済政策
論﹂﹃経済論叢﹄第一二四巻第五・六号所収︑三三!一ニ五頁︒

﹁取引所改善策﹂同右書︑七人頁︒

︒
収︑一九七︑一二 O頁
(M)

本資本主義﹄(東京大学出版会︑一九七九年﹀所収︑を参照︒

(お)小岩信竹﹁米穀取引所の統制政策﹂安藤良雄編﹃両大戦聞の日

九一 O年)六一 O i六一一一頁︒なお戸田の社会進歩観を考える場

(お)戸田海市﹃工業経済﹄(﹁経済企書﹂第三巻第三編︑宝文館︑一

合︑彼は大学在学当時﹁ミルの経済学しか有って居なかったので︑

へぬいた﹂(西田幾多郎コ戸田海市若の追懐﹂円経済論叢﹄第一八

この一冊の蓄を幾度となく読み返し読み返し︑之について考へに考

同右書︑三三人頁︒

ニ
四O頁
︒
(日)同右書︑=一三八︑=一三九l 一

(m)

ハ9) ﹃我独逸観﹄二九l 三O︑一九九頁︒

(辺)同右書︑三四四l三四五頁︒

ミルからの思想的影響を想定することはあながち不当ではないよう

巻第四号所収︑一回一頁)と伝えられていることからも︑ J ・5 ・

戸田海市﹁復古的中等社会政策ヲ論ス﹂ハ一九O九年﹀︑﹁中等

社会政策を論ず﹂と改題のうえ同﹃日本の社会﹄(博文館︑一九一

(
M
g

(幻)﹃工業経済﹄六O 八頁︒

に思われる︒

(日)同右書︑三四Ol三四三頁︒
(博文館︑一九一一年)所収︑四九頁︒

(M﹀戸田海市﹁我国農業の地位﹂(一九一 O年)同﹃日本の経済﹄
(日日﹀例えば︑大日本実業協会編﹃取引所論叢﹄(大日本実業協会︑
一九一一一年﹀を参照︒
(刊叩)戸田海市﹁取引所の改善を論ず﹂(一九O九年﹀︑﹁取引所改善

︒
同右書︑三一 O頁

一年﹀所収︑二人八︑二九一一︑二九八頁︒
(mu)

.頁︒
策﹂と改題のうえ﹃日本の経済﹄所収︑六八︑七0
(げ)同右書︑七Ol七一頁︒

当時の同業組合の動向については︑さしあたり︑(東京におけ

︿但)﹁中等社会政策を論ず﹂﹃日本の社会﹄三O四頁︒

出版会︑一九七一一一年)二O九l 一二三頁︑を参照︒

る事例ではあるが)宮地正人﹃日露戦後政治史の研究﹄︿東京大学

(MM)

(犯﹀同右書︑二九八頁︒

ハ引む同右書︑コ一O五l三O七頁︒

(初﹀同右書︑三O五頁︒

作集﹄第四巻(弘文堂︑一九二五年)所収︑ニ01一一一頁︒

ハ四﹀戸田海市﹁普通市場と取引所﹂(一九O七年﹀﹃戸田海市博士箸
(ゆ﹀同右書︑二四l 二六頁︒
ハ初)戸田海市﹁取引所仲買人及客の制限﹂(一九一一一年)同右番所
収︑九六︑一 0 0︑二二八︑一四四頁︒
(幻)﹁取引所改善策﹂﹃日本の経済﹄八一頁︒
︿幻)同右書︑八三!八四頁︒
(幻﹀戸田海市﹁取引所税法改正案を評す﹂(一九一 O年﹀同右書所
明治末期の戸田海市と﹁京都経済学﹂

七

立教経済学研究第四一巻二号(一九八七年)
﹁京都経済学﹂の形成

の早期制定・実施を促す論稿を発表した(一ニ︑四月﹀のに続い

てゆく(そしてまたそれぞれの思想的立場の違いも明確化して

ち神戸正雄︑河上肇︑河田嗣郎の︑各自の専門領域へと分化し

ながら自己の学問領域を開拓していった一二人の経済学者すなわ

合いを持ちつつ︑互いにそれぞれの学的着想に影響を与え合い

局辺を知るために︑京都という地において戸田と様々な関わり

料の取扱方や論文としての構成方法ゃに就いて教を請はんがた

たのは私が卒業論文として家族制度論を書かんとして︑其の材

の教え子である︒彼は﹁私が個人としてロ戸田︺先生に親炎し

た︑即ち一つ宛掲載して読者諸君に裾分をする﹂と記されてお
り︑この記者は河上と想定されるからである︒河田嗣郎は戸田

いて来る︒:::度重れば話も積るで今は中々沢山の分量となっ

の自を盗んで度々博士の病床を訪ふては何くれとなく談話を聞

る(五t九月)が︑そのまえおきには﹁:::話好きの記者は医師

て︑八回にわたって﹁閑話﹂と題する小稿を同誌に連載してい

ゆく)以前の著作について少しく考察してみたいと思う︒神戸

(4)

正雄は戸田が着任した翌一九O 二(明治三五)年に京都帝国大学

(5)

めに先生の私宅を訪れた時が初めてヲあった︒其頃先生は今の

河上博士邸の旧家屋に住むで居られた:::﹂と追懐している︒
京都帝国大学法科大学を卒業したのち︑東京の国民新聞社に勤

務し︑﹃日本経済新誌﹄にも寄稿していた河回は︑戸田が入院
﹀

のために上京する途中︑伊豆の修善寺でしばらく逗留した際に
6
︿

の﹃日本経済新誌﹄にもたびたび寄稿している︒彼は︑戸田と

の分野で数多くの業績を残したが︑明治末期における彼の研究
領域は経済政策および社会政策全般にわたっており︑河上主筆

の病床への見舞い)には︑戸田の上京を知っていた河回が介在

見舞いに出かけており︑上述した河上の戸田との出会いハ戸田

においてであった︑と述懐している︒河上肇が戸田と面識を持
ったのは︑戸田が一九O 八年の春から夏にかけて(遅くとも三

八月に講師として京都帝国大学法科大学に迎えられた(周知の

に︑戸田が京都へ一反ってからほどなく︑一九O 八ハ明治四乙年

していたと考えられるのである︒ともかくも河上と河田とは共

月初句から七月中頃までと推定される)東京の病院に入院した

であったことは河上自身が語っているところである)︒戸田の死

ように︑河上の京都帝大への招謄が戸田の﹁推税﹂によるもの

(3 ﹀

際であった︒この入院期間中に河上は戸田のところへしばしば
在を機に︑河上の口述筆記によって﹃日本経済新誌﹄に工場法

後刊行された﹃戸田海市博士著作集﹄全四巻三九二回1二五年)

面会に訪れていたとみられる︒というのも︑戸田はこの東京滞

(2)

﹁最も多く接触する機会を得たのは︑商業会議所の調査事業﹂

(IU

ドイツ財政学の日本における﹁継承者﹂としてとりわけ租税論

九O 四年からO 七年までヴュルツブルグ大学へ留学したのち﹀

法科大学に助教授として着任した︒彼は︑周知のように︑(一

本章では︑これまでにみてきた戸回海市の政策論や社会観の

七

以下では︑神戸正雄﹃穀物関税論﹄︑河田嗣郎﹃資本主義的

は河上と河田とによって編纂されたものである︒
精神﹄︑河上肇﹃人類原始ノ生活﹄を考察の対象とするが︑こ

︿

9

﹀

済上ノ問題トシテ最モ趣味深キノ故ニ予輩ハ下ニハ主トシテ此

方面ヨリシテノ研究ヲ試ミントス﹂と述べ︑穀物関税問題に対
する自らの視点を明確に定めている︒

﹁法律学経済学研究叢書﹂の一冊として公刊されたものであ

眉の問題となっていた輸入米課税の米価に及ぼす影響について

そこで神戸は︑穀物関税の設定はいかなる場合においても国
(
m
)
内の穀価を吊り上げる傾向を有するものであるとし︑日本で焦

れらの著書はいずれも一九O 八年に創刊された京都法学会発行
る︒同叢書は﹁専ラ京都帝国大学法科大学ニ於ケル法律学経済

輸入米課税を農業保護の方策として歓迎する論者が︑米価騰貴

おおよそ次のように述べている︒すなわち付﹁米穀関税ハ米価
上騰ノ上一一或顕著ナル影響ヲ及ホスモノト断定シテ妨ナシ﹂︒

学ノ特別問題ノ研究ヲ公ニスル﹂ことを趣旨として企画され︑
一瞥するならば︑法制史に関する一一時を除き︑神戸三冊︑河田

ちなみに明治末年までに刊行された第一冊から第一 O冊までを

を期待しているにもかかわらず︑税率引き上げの米価への影響

(7)

三冊(うち一冊は共著﹀︑河上︑戸田︑財部各一冊といずれも

たであろうことは想像に難くないのであり︑その意味からも︑

になると主張する者もいるが︑﹁此可能ハ笑際太タ小ナリ即チ

であって生産改良などの実施により米価はいずれ低下すること

は﹁寧ロ故意ノ矛盾﹂であるといわなければならない︒同翰入
米課税によって米価が騰貴するとしても︑それは一時的なもの

︿臼﹀

は皆無であるかあるいは軽微なものであると発言していること

この叢書の一冊として公刊された上記の一二つの著作を取り上げ

経済学関係の著作で占められている︒同叢書の発刊が新興﹁京
都経済学﹂の形成を江湖に知らしめるのに大きな役割を果たし

ることは﹁京都経済学﹂の学的傾向を知るうえで︑ひとつの手

リ﹂︒同さらに輸入米課税によって諸外国からの米の流入に制

付神戸正雄﹃穀物関税論﹄

ノ偶然ノ結果ニ係ルコト¥ナリ特ニ投機範囲ノ狭小ナルヨリ人

自由ニ穀物ノ輸入サル¥場合ヨリモ穀価カ一層多大一一内国収穫

限が加えられることは米価の動揺を拡大する︒﹁郎チ外国ヨリ

(臼)

穀物関税ニヨル穀価ノ騰貴ハ永久的トナルノ傾向大ナル者ナ

掛かりを与えてくれるものと考えられる︒順次考察することと
したい︒
一九O 八年一一月三O 日に自宅において﹁﹃リスト﹄記念祭﹂

¥ナルニヨルナリ﹂︒そして彼は︑ドイツにおける関税政策論

為的ニ価格ヲ左右セントスル投機商人ノ仕事ヲ容易トスルコト

(8)

と銘打った催しを行なうなど保護主義政策思想に多大な関心を
はらっていた神戸正雄は︑一九O九(明治四二)年一 O月に叢書

争の詳細な紹介l11
神戸は種々の争点を取り上げているが︑そ

(臼)

の第三冊として﹃穀物関税論﹄を公刊した︒その﹁緒言﹂にお
いて彼はまず﹁穀物関税問題ハ経済上ノ問題トシテ特ニ国民経
明治末期の戸田海市と﹁京都経済学﹂

七

立教経済学研究第四一巻二号(一九八七年)
のなかで彼は︑穀物関税は﹁農民ノ購買力ヲ高ムル事ニヨリテ

(叩岬)

一七四

上の安全の確保︑﹁階級戦争﹂激化の防止︑国民の健康および

点︑すなわち︑国民の大多数を占める農民の利益の保全︑国防

農業保護の理由として多くの論者によって挙げられている諸

ルモノナリ﹂と︒

ぐっての反対論の主張を次のようにまとめている︒すなわち付

道徳の維持︑低廉な労働力の供給といった主張について神戸は

内国工業市場ヲ有利トシ此一一労働機会ヲ供ス﹂という論点をめ

せるが︑その購買力の多くは高官修品に向かい︑しかも国産工業

中地主とりわけ大地主は穀価騰貴により確かに購買力を増大さ

﹁工業/存立安全ノ為メニ自給経済ヲ勧メ随テ工業関税ハ勿論

反論を示し︑そして工業のための農業保護という観点すなわち

ノコト成ルヘク高キ農業保護関税一一ヨリテ自国ニ於ケル原料及

製品の需要の増大に結びつくものはその一部分にすぎない︑同

生活材料ヲ豊富二セントス﹂ハ傍点引用者﹀という主張に対して

農業労働者の賃銀が引き上げられる傾向は少なく︑彼らの購買
力の増大を期待することはできない︑国中小地主は多少穀価騰

次のように論じている︒それは彼の立論の根本を明示するもの

働者等ノ購買力ノ減少ヲ償フニ足ラサルヘキモノトス﹂ol‑‑

とはできない︒﹁要スルニ穀物関税ニヨリ生セラレタル農業ノ
隆昌ニ基ク其購買力ノ増加ハ以テ到底工業ノ外国販路及工業労

する立場にあることか︑りして︑彼らの購買力増大も期待するこ

ルコトヲ以テ安セサルヘカラス・::或ハ先進国カ保護政策ヲ採

危険ナリトイフカ如キハ今日ニ於テハ此ノ如キモノ¥相互的タ

販路ハ殆ト欠クヘカラサルノ重要ヲ有ス或ハ又外国販路ヲ以テ

カ外国販路ヨリモ一層大ニシテ国家ニトリテ重要ナルコトハ論
者ノ説ノ如シ然レトモ:::今日ノ国家ニトリテハ内︹外?︺国

であるといえる︒神戸はいう︒すなわち︑﹁如何ニモ内国販路

ハ
口
﹀

において不利益を被らざるを得ず︑場合によっては穀物を購入

貴による利益を得るとしても︑通例穀作以外に営んでいる副業

を通して︑穀物関税の消費者︑工業および農業にもたらす影

M)
ハ

響を検討したのち︑﹁以上我輩ハ諸種ノ方面ヨリ論究シテ︑穀

ラントシ又ハ後進国カ工業国トナラント努ムトイフト難モ決シ

運ヲ阻止シ今日ノ収益及地価ヲ基礎トセル農業信用ヲ破壊スへ

ノ世︑吾人ハ競争ヲ恐ルヘカラス唯タ之ニ応スヘキ方策ヲ講ス

輸出工業品ノ為メニ購買力ヲ増加スルコト¥ナルヘキナリ今日

ルコトハアラン然レトモ彼等ノ工業ニ於ケル進歩ハ適々以テ我

テ今日ニ於テ彼等カ絶対ノ鎖国政策ヲ採ルコトハ之ナカルヘク

物関税ノ寧ロ排斥スヘキ事ヲ断定シ並ニ米関税ニツキテモ同一

キハ殆ト想像シ得ヘカラス或ハ我輸出貨物ノ種類ニ変遷ヲ生ス

随テ此等ノ諸国ニ対シテ何モノヲモ輸出シ能ハサルニ至ルカ如

シトイハンカ吾人ハムシロ其ノ関税以外ノ諸般農業保護施設ノ

(お)

めている︒﹁今日既存ノ穀物関税ヲ撤去センニハ農業改良ノ機

ノ断定ヲ与フルモノナリ﹂と結論したのである︒神戸の輸入米
課税批判は徹底しており︑現行の課税についてもその撤廃を求

活動ニヨリテ補充スルヲ得又補充スヘキモノナルヲ答ヘントス

ヘキノミ若夫レ外国販路ノ危険困難ヲ過信シテ我レ内国市場ヲ

神戸の主張は︑彼自身が明言しているように︑確かに﹁決シ

を﹁世界強国﹂へと転轍する方向をさし示したのである︒

ル国民的立脚点ニ立ツモノ﹂なのであった︒神戸にとって﹁国

テ夫ノ世界主義的ノ根本観ヨリ来ルモノニ非スシテ全ク純国タ

外国ニ対シテ閉鎖センニハ彼レ亦我一一対シテ閉鎖シテ愈々不利
ヲ被ラサルヲ得ス或ハ将来工業国カ農産物ノ輸入ヲ保全スル能

民的立脚点﹂とは非独占的中小ブルジョアジー(産業資本)の

( m四 )

ハサルニ至ルへシトイフカ如キハ今日尚ホ巨大ナル未開地カ世
界ニ存在シテ其発展余地ノ頗ル大ナルモノナルコトヲ知ラサル

立場を示すものであって︑その世界市場への進出を妨げるよう

の供給という観点を押し出すことによって中小商工業者へすり

な輸入米課税に反対するとともに︑地主利害側が低廉な労働力

ハ羽)

者ナリ﹂と︒
神戸は︑日本の工業にとって︑国民の多数を占める農民の購

の競争に耐え得るだけの品質および生産性の向上を求めるもの

寄ってくる動きをたち切り︑国内・外における諸外国の商品と

買力を基盤とした国内市場が国外市場よりも一層重要であるこ
とを充分に認めつつも︑日本の現状においてはすでに諸外国と

得る製品の製造を求め︑そしてそのためには場合によっては国

界に存在することを前提として︑圏外市場における競争に耐え

ト﹂および﹁農産物ノ輸入﹂を保障するに足る﹁未開地﹂が世

る￨￨﹂しかもその際︑諸外国との輸出入が﹁相互的タルコ

方面に関心を寄せている︒戸田の指導のもとに作成された卒業

のところであるが︑初期の頃の彼はやはり他の人達と同様に多

いし農業経済学に関する論稿を数多く発表していることは周知

に戸田の後任として社会政策の講義を引き継ぐまで︑農政学な

河田嗣郎は一九O九年に農政学を担当してから︑一九一一一一年

口河田嗣郎﹃資本主義的精神﹄

であったといえるのである︒

の輸出入の積極的な拡大を図ることなしにはその発展は考えら
れなくなっているとみておりーーその限りでは神戸の立場は国

内の産業構造の大胆な転換をも要求するのであった︒諸外国に

論文にもとづいて著わした﹃家族制度ノ発達﹄を﹁法律学経済

外市場を指向する中小ブルジョアジーの利害関心に親和的であ

対して国内市場に障壁を設けることが日本にとっていかに不利

学研究叢書﹂の第四冊として公刊した河田は︑続いて一九一 O

(刷出)

なものとなるかを強調することによって︑彼は︑輸入米課税堅

(明治四三﹀年五月に同叢書の第六冊として﹃資本主義的精神﹄

スタンテイズムの倫理と資本主義の精神﹂を紹介した日本にお

(幻)

る動きを批判すると同時に︑その批判のメダルの半面として︑

持(←引き上げ)のために農業者が商工業者を抱き込もうとす

を公刊した︒この著作はマックス・ヴェ Iパi の論文寸フロテ

一七五

ける最初の文献として知られている︒ヴェ lパl の名は︑これ

工業国間における分業関係の形成を展望し︑﹁競争ヲ恐ルヘカ
ラス唯タ之ニ応スヘキ方策ヲ講スヘキノミ﹂と︑楽観的に日本
明治末期の戸田海市と﹁京都経済学﹂

立教経済学研究第四一巻二号(一九八七年﹀

一七六

ニ外ナラス﹂︒そしてこの﹁資本主義的精神﹂の典型は︑河田

戦ハサル可ラサリシ敵手ハ二一一一回ニシテ之ヲ命名スレハ慣習伝説

民トハ資本主義ノ完成ニ適スル点ニ於テ到底他ニ匹湾ヲ見サル

によれば︑北アメリカに見出されるのであり︑﹁其ノ国土ト国

より以前に福田徳三がドイツ社会政策学会の活動を紹介した論
みであり︑次いでヴェ I パl が登場するのがこの河田の著作で

稿のなかで示されているが︑そこでは名前が掲げられているの
(m)

ハお)

ナリ﹂︒なぜならば北アメリカには﹁伝習﹂が﹁全然欠如﹂し

別シ又将来ノ時代ト区別スル﹂一一穫の倫理観であるとして︑そ

義思想(没我的)という発展形態をなしていると理解すること

リスト教思想(没我的)←ルネサンス思想(主我的)←社会主

河田における精神史の構図は︑ギリシア思想(主我的﹀←キ

ているからにほかならない︒

れを次のように説明している︒﹁市シテ其ノ倫理/骨子ヲ為ス
モノハ営利ノ念即チ之ナリ︑然モ此ノ営利ノ念タルヤ他ノ人生

さて︑河田は﹁資本主義的精神﹂を﹁当今ノ時代ヲ前代ト区

ある︒したがって︑実質的にヴェ lパl の作品のうち最初に日
本に紹介されたものは河田による﹁プロテスタンテイズムの倫
理と資本主義の精神﹂論文であったとみなしてよいであろう︒

ノ目的例へハ快楽ト云ヒ利用厚生ト云フ如キモノカヲ得ンカ為

位置づけられる︒つまり︑それは﹁主我的﹂ H ﹁自主自律ノ精
神﹂であって︑﹁人格的経験ヲ基礎トシテ人格ノ独立威厳ヲ擁

ハお)

メノ手段トシテ意義ヲ有スルモノニアラス︑全ク之ト独立シテ

護セントスル思想﹂を背景とするものである︒﹁資本主義的精

(叩品)

テ自己ノ自由決定ニ依リテ自覚的活動ヲ為ス﹂(傍点原文﹀こと
によって︑﹁岳己デ炉有スし山骨か戸一戸川其・ハ骨かト骨 hu
骨骨︑一

神ノ完成﹂とは︑すなわち︑﹁自己カ完全ナル自己ヲ目的トシ

ハ明副︾

ができる︒﹁資本主義的精神﹂はこのルネサンス思想の段階に

独自一己ノ面白ヲ保チ自己自ラヲ以テ自ラノ目的トナス独逸語
ハ刷出)

ニ所謂 P52Nd司n
叩wタルナリ﹂と︒つまり﹁資本主義的精神﹂
とは自己目的としての営利心であって︑この営利心のあり方に
おいて資本主義社会とそれ以前の社会との聞には﹁実ニ雲泥脊

が︑しかしその際に彼が意図していたことは︑﹁資本主義的精

テ出来得ル限リ自己ノ発展ヲ計ル﹂(同﹀ことである︒河田の叙
述のなかには﹁企業家﹂を例に用いた説明がしばしばみられる

壌ノ差﹂があるのである︒﹁資本主義的時代ト其ノ以前ノ時代
ニハ非ス︒之ヲ史乗ノ実際ニ照シテ考フルモ羅馬時代中世時代

かぎらず﹁学問﹂﹁美術﹂﹁技芸﹂にも通ずるものであるという

みなければならない︒だから彼は﹁資本主義的精神﹂は企業に

の基準として求められるべきものである︑という点にあったと

神﹂は単に﹁企業家﹂の倫理としてのみではなく︑国民的倫理

トヲ此ノ営利心ノ有無厚薄ト一玄フコトヲ以テ区別シ得ラル可キ
ニ於テモ利慾心ハ寧ロ却テ現代ノ開明国民ヨリモ蛾ナルモノア
リ:::要スルニ金銭ニ対スル利慾ノ有無ヲ以テ区別ノ標準トハ
為ス可ラス資本主義的精神ナルモノハ決シテ無制限ナル食慾心
(お﹀

ヨリ発源セルモノニハ非サルナリ﹂︒したがって︑﹁資本主義ノ

J

礎とする﹁主我的﹂な﹁資本主義的精神﹂がさらに﹁主外的傾

のである︒そして︑このような自己実現 H自己発展を倫理的基

ヲ迎ヘテ自ラ之ニ適合セント努メ︑強ヒテ白ラ世俗化 82 目白1

ノ途ヲ見出サントスルニ至リ:::教義ノ方ヨリシテ人心ノ要求

対ニ中世ノ末葉以後人心一般ノ傾向カ旧来ノ伝習ニ対シテ解脱

観職業観ヲ変化セシメタルカ為メニハアラスシテ︑之ハ寧ロ反

︿ MU)

向ニ其ノ命ノ源泉ヲ酌ム﹂(傍点原文)社会主義思想にまで発展
(MW)

するか︑つまり﹁歴史ハ繰返ス﹂かと自らに問うた時︑河田は

門戸N
叩シタルノ結果ニ成リシト見サル可ラサルカ如シ︒従テウ
ェlパl教授ノ説明ノ如キハ結果ヲ以テ原因ノ説明トナスノ謬

見ニ陥リシモノト云ハサル可ラサルニ似タリ﹂と︒河田がヴェ

(MM)

﹁学問ハ予言セス﹂として︑それ以上立ち入って論ずることは
しなかった︒
河田は﹁資本主義的精神ノ養成上ニ及ホセル宗教ノ影響﹂を

トスルニ在ラスシテ︑新教ノ倫理ト資本主義ノ精神トノ間ニ於

ケル関係ヲ主トシテ論セントスル﹂ものであると理解したこと

lパl の主張を﹁一般ニ渉リテ資本主義的精神ノ発生ヲ説カン

は適切である︒ヴェ lパ!の主張は︑河田の求める﹁資本主義

意義ヲ含蓄スルモノニシテ神ヨリ指定セラレタル使命ト云フ観
念ノ附着スル﹂ものであることを説明し︑﹁職業並ヒニ労働ニ

的精神﹂理解の作業からすれば︑﹁要スルニ説明トシテハ太タ

論ずるなかで︑切Rえ あ る い は SEロ聞という語が﹁宗教的

関スル観念﹂と﹁宗門ニ於ケル教義﹂との関係について﹁マッ

特質を︑次の時代として予想される社会主義社会への展望をも

徹底ヲ欠ク﹂ものといわなければならないのであった︒こうし

た河田の﹁資本主義的精神﹂論は多元的あるいは折衷的な(い

クス・ウェ iパI教授ノ如キハ之ニ関シテ最モ明快ナル説明ヲ
下セルモノニシテ確カニ有力ナル解釈タルヲ失ハス﹂として︑
ヴェ!パ I の主張(一九O四・ O五年論文)を要領よく紹介し

﹃資本主義的精神﹄における︑河田の試みは︑資本主義社会の

わばゾンバルト的な)立論へと展開してゆくものであったとい
えよう︒

シテ甚タ人ヲシテ首肯セシムルニ足ルモノアリ︑:::然レトモ

視野に入れつつ︑その時代に生きる全ての人間に貫かれるべき

ハ凱﹀

て興味深いものがある︒すなわち︑﹁教授ノ説明ハ狗ニ明快ニ

ている︒そして彼は次のように評した︒それはヴェ lパ!・テ
ーゼが世に示されてから五年後︑日本における最初の評価とし

悲哉未タ之レ一一回ノ真理ヲ伝フルニ過キスシテ全局ヲ掩フニ足

あった︒彼の示したヴェ lパi ・テーゼ理解の妥当性の如何は

精神的内面(生活態度)という点から解明しようとするもので

ともかくとして︑ヴェ lパーによって提出された問題視角は河

ル可キ説明トシテハ未タ十分之ヲ以テ満足スルニ足ラス︑‑
ニ至リシハ基督教カ其ノ教義ノ上ヨリシテ労働ノ神聖ナルヲ説

然モ思口等ノ見ル所ヲ以テスレハ︑資本主義的精神ノ養成サルル

田に一定の影響を与えたと思われる︒というのも︑河田にとっ

一七七

キ職業ノ尊重ス可キヲ説キ之レニヨリテ人心ヲ支配シ其ノ労働
明治末期の戸田海市と﹁京都経済学﹂

造とに求めた河上の視角は︑﹃人類原始ノ生活﹄の公刊を経て

一七八

ての問題は日本における﹁資本主義的精神﹂のあり方にあった

﹁大逆事件に当面して日本の向うべき方向を人類史の帰趨を整

立教経済学研究第四一巻二号(一九八七年)

とみられるからである︒﹁資本主義的精神﹂は︑﹁主我的﹂思

理するなかで求めようとした苦渋の労作﹂ハ内田義彦﹀と評され

も︑日本におけるその形成・確立の可能性の有無がどうしても

よって検討が加えられているので︑ここでは︑内容の紹介は省

始ノ生活﹄の内容についてはすでに杉原四郎氏や住谷一彦氏に

目しつつ︑向書の叙述の根底をなしていると考えられる二つの

き︑問書と﹃時勢之変﹄との聞に位置するいくつかの論稿に注

(お)(お)

問題とならざるを得ない︒そうした問題関心が叢書の第九冊と

︿但)

おいて︑次の到来すべき思想状況を展望するための前提として

想と﹁没我的﹂思想とが繰り返されるとする彼の精神史解釈に

る︑翌年末にわずか一 O 日余りの間に書き上げられた﹃時勢之
変﹄︿一九二年﹀へと直接的に繋がってゆくのである︒﹃人類原

して公刊された﹃史的研究日本ノ経済ト仏教﹄(岡本一郎との
日河上肇﹃人類原始ノ生活﹄

論点︑すなわち付﹁経済行為﹂なき社会←経済社会←経済社会

共著)へと繋がっていったと考えられるのである︒
河上肇は京都帝国大学法科大学に着任すると︑経済史を担当
五月に公刊された﹃人類原始ノ生活﹄はこの京都帝大スタッフ

の終極という段階を辿る経済社会の進歩︑白人類史における道
具︿および機械)の決定的重要性︑について考察することとし

することになった︒叢書の第二冊として一九O九(明治四二)年

たい︒

まず第一の点は︑経済史を考える際に︑﹁原始﹂状態と﹁終

としての河上の最初の著書である︒河上は経済史を﹁原始﹂時
代の人類の生活にまでさかのぼり︑そこから今日までの経済生

って﹁何の腹案があるのでもなく︑また適当な参考書の心当り

経済史の講義を開始するに当た
ものとして示されるとした 111

があるのでもな﹂かった11河上の着想のユニークきである︒

極﹂状態とを想定し︑しかもその展開過程がひとつの環を成す

同年二月に発表された﹁経済未生巳前ノ人類状態﹂と題する論

社会政策学会第三回大会(一九O九年一一一月﹀において彼は﹁経済

に先立って箸わされたいくつかの論稿からうかがえる︒例えば
稿は明らかに同書の内容を予告するものである︒その冒頭の箇

活の発展を論じようと企図していたことが︑着任後同書の刊行

所において河上は﹁経済未生巳前ノ人類状態﹂を論ずることに

は﹁経済社会の終極の理想は経済社会それ自身の滅亡にある﹂

社会終極の理想﹂と題する報告を行なったが︑そこにおいて彼

ものを解しない︑彼等の行為は総て遊戯であったのであります

とし︑そのことの意味を﹁原始時代の人類は未だ経済行為なる

(幻)

ついて︑﹁事頗ル閑人無用ノ詮索一一似タリト難モ︑実ハ経済ノ
この主題の意義を述べている︒同稿において︑人類と人類以外

(お)

何物タルヤヲ了知スルニ於テ誠一一是レ不可欠ノ前提タリ﹂と︑
の動物とを区別する要点を火の使用と道具(および機械)の製

つ︾ある﹂ことを見出し︑そして﹁総ての問題は其理想を標準

び職業の自由のうちに﹁着々現実の社会が其理想に向って進み

経済社会の理想を求め︑一九世紀以来における職業の増加およ

るのであります﹂と説明したのであった︒労働の﹁遊戯﹂化に

す︒復るのではない進歩でありますけれども或る意味に於て復

が︑千年後一億年後には吾々は原始状態に再び復るのでありま

と云ふ事である︒:::国より機械そのものは人の製造する所で

本国民の一大憂患とする所は︑日本国民は米を食ふ動物である

張に賛意を示し︑それにつづけて﹁併し蕊に吾輩の窃に以て日

は︑戸田博士の意見だが︑吾輩は至極賛成である﹂と戸田の主

固有の品物を作る為めの機械を作らなくてはならぬと云ふの

が主張していた﹁日本国有産業﹂育成論を受けて河上は﹁日本

ないでは無いか︒:::寧事の方面にこそ軍般も大砲も出来た

すなわち︑彼は﹁今の時代は数十万年にして始めて見ることを

は河上のそうした問題関心の所在を端的に示したものである︒

発表された論稿﹁機械的現代観￨￨附︑日本の最大憂患￨￨﹂

義が強調されている点に注目しておきたい︒一九一 O年七月に

おいて︑一貫して道具(および機械﹀の発達のうちに今日的意

る︒﹁而シテ経済トハ畢覚経済主義テフ法則ノ下一一多数ノ経済
行為ガ統一セラレテ秩序アル一ノ組織体ヲ成セルモノ¥謂ニ外

得ントスルノ主義﹂と説明し︑これを﹁経済主義﹂と呼んでい

して厳しく指摘したのであった︒
河上は合理的な経済行為を﹁最小ノ労費ヲ以テ最大ノ効果ヲ

日本の農業生産力の旧態依然たる状況を﹁日本の最大憂患﹂と

かしたが︑経済的戦争では恐らく大敗北かと気遣ふ﹂と述べ︑

には兎ても叶はぬ︒箪事的戦争でこそ日本人も武勇を天下に轟

あるが︑主ハの機械の応用が︑少くとも日本の農業には応用でき

として解決しなければならぬ﹂と論ずるなかに︑河上の経済
観︑史観そして政策観がほぼ出そろったことをみることができ

が︑農事の方面では依然として弓と矢だ︒いくら名人でも大砲

得べき実に未曽有難遵の時代﹂つまり﹁旧人類が︑今や︑既往数

ナラズ﹂︒この﹁経済主義﹂を貫徹させるために今日決定的な

第二の点に関しては︑この時期に著わされた時論的諸論稿に

(お)

るのである︒

十万年間に於ける進化の結果として︑将に新人類てふ別種の動

所以の根本理を究め︑又た人類の一部が他の人類の一部を今や

(お)

物と為りつ︑ある﹂時代であるという︒﹁要するに吾輩は今の

のように断言した︒すなわち︑﹁人類の他の動物を征服したる

役割を果たすものが機械の応用なのである︒それゆえに彼は次

頻りに征服しつ与ある所以の根本理を究め︑其の最大原因が一

(却﹀

時を以て:::嘗て道具の発明が四足獣と人とを分ちし如く︑今
る﹂︒日本経済の直面する決定的な課題が機械的生産の急速な

(MH)

や機械の発明は旧人と新人とを分ちつ与ありと確信する者であ
進展への対応にあるということを見出した河上は︑だが︑﹁日

個の道具︑一個の機械に帰着することを知るならば︑我等日本

一七九

本国民の将来を悲観﹂しなければならなかった︒当時戸田海市
明治末期の戸田海市と﹁京都経済学﹂

一八O

譜﹂を引用して四月から八月までと記されているハ細川元雄コ戸田

ハ
3u 細川氏は戸田の入院時期を岡田発郎の作成した﹁戸田博士の年

立教経済学研究第四一巻二号(一九八七年﹀
人穫の今後の栄枯盛衰を卜するの標準も亦た之を此の間に発見

記したとみられる)記述があるからであり︑この記述にしたがえば

評を聞くを得たり瓶ち綴りて此の一文を成し:::﹂という(河上が

在り記者一日病床を訪ひ切に請ふて工場法制定に対する反対論の批

を評す﹂を発表したが︑そのまえおきには﹁博士病を養ひて東京に

第一二号(一九O八年三月一八日発行)に論稿﹁工場法制定反対論

は正確とはいえない︒なぜならば︑戸田は﹃日本経済新誌﹄第二巻

はしがき'に代えてl l﹂八頁﹀が︑これ
海市覚書1 1著作目録 H

せねばならぬ︒然り︑一に此の間の消息如何に依って︑我等日

ある﹂と︒こう河上が訴えたのは﹃時勢之変﹄執筆のひと月

ハ
必
﹀

本人種の今後の栄枯盛衰は定まるものと︑吾輩は確信する者で
前︑一九一 O年一一月のことであった︒
﹃人類原始ノ生活﹄は︑いうまでもなく︑経済史という河上
に与えられた専門領域に関する研究室百であり︑彼の最初の体系
的 著 作 と み な さ れ て い る ﹃ 経 済 学 原 論 上 巻 ﹄ 三 九O五 年 ﹀ 以 来
蓄積されてきた経済史に関する知識と力量とが十全に発揮され

入院していたことになる︒また同誌第三巻第八号(周年七月一八日

戸田は一二月一八日以前に(おそらく遅くとも一ニ月初句には)東京で

士は既に京都大学へ帰られた:・﹂と記されていることから︑遅く

発行)に掲載されている戸回の小稿﹁閑話﹂五のまえおきには﹁博

た作品である︒しかし︑河上は単に学問上の一興味から﹁人類
の経済社会状態を考察する河上の念頭には今まさに彼が直面し

戸田海市﹁閑話﹂一﹃日本経済新誌﹄第三巻第三号(一九O八

河田嗣郎コ戸田博士と私﹂﹃経済論叢﹄第一八巻第四号所収︑

(6)

明治末年までに刊行された﹁法律学経済学研究叢書﹂は次の遇

同右稿︑一五一頁︒

︒
一
五O頁

(5)

年)所収︑ニニ頁︒

(4)

とも七月中頃までには京都へ戻っていたはずである︒

原始ノ生活﹂を論じようとしたのではなかった︒﹁原始﹂時代
ている時代︑すなわち﹁経済主義﹂の時代の喫緊の課題が横た
わっていたということこそがここでは重視されなければならな
い︒河上は人類の歴史を﹁経済﹂化の過程と捉え︑その出発点
を﹁人類原始ノ生活﹂における道具(←機械)の発明に求める
こ と に よ っ て ︑ そ こ か ら 現 代H ﹁ 経 済 主 義 ﹂ の 時 代 の 歴 史 的 意
味を問うことを試みたのであった︒

活﹄︑第三冊神戸正雄﹃穀物関税論﹄︑第四冊河田嗣郎﹃家族制度ノ

り︒第一冊神戸正雄同国債償還論﹄︑第二冊河上肇同人類原始ノ生

(7)

学体系の確立￨￨神戸正雄﹂佐藤進編﹃日本の財政学 llt
その先駆

(1﹀財政学者としての神戸正雄については︑金調停史男﹁正統派財政

発達﹄︑第五冊戸田海市町ム口同(かiてる及とらすと﹀﹄︑第六冊河

纂ノ沿草﹄︑第八冊財部静治﹃ケトレlノ研究﹄︑第九冊河田嗣郎・

臼嗣郎﹃資本主義的精神﹄︑第七冊浅井虎夫﹃支那ニ於ケル法典編

者の群像ll'﹄ハぎょうせい︑一九八六年)所収︑を参照︒
一四七頁︒

ハ2) 神戸正雄﹁戸田君の追懐﹂﹃経済論叢﹄第一八巻第四号所収︑

の利益をえなければならぬ︑其点からして或は場合によりては労働

策としましては労働者の利害のみならず其他の利益も否な国家全体

者の利益よりも︑むしろ他の利益例之︑農業の利益国庫の利益を顧

岡本一郎﹃史的研究日本/経済ト仏教﹄︑第一 O 冊神戸正雄﹃土地
ハ
8﹀﹁去ル十一月三十日ハ独逸経済学者ニシテ兼ネテ独逸国第一流

会﹃社会政策学会史料集成﹄第二巻﹃関税問題と社会政策﹄(御茶

慮することが一層重要かも知れませぬ﹂と述べるなど(社会政策学

増価税論﹄︒

ヲ以テ経済科学生中ノ有志者ハ同日午後六時神戸邸ニ会合シテ﹁リ

﹃穀物関税論﹄になると輸入米課税反対の姿勢は明瞭に示されるに

の水書一一房︑一九七七年)=二 l 六五頁ていたってあいまいである︒

ノ愛国者ナル﹁フリードリッヒ︑リスト﹂氏ノ永眠セシ日ニ当レル
スト﹂記念祭並ニ懇談会ヲ催ウセリ・‑神戸教授ハ﹁リスト﹂氏エ

︿日山)﹃穀物関税論﹄一五七頁︒

至っている︒

関スル種々ノ注意並ニ﹁リスト﹂氏ヲ引用シテ寄等ノ将来ニ一対シ懇

(汀﹀同右書︑一三四頁︒

篤ナル訓戒ヲ与ヘラレタリ来会者ハ多カラサリシモ実質ニ於テハ最
モ盛大ヲ極メ散会セシハ夜半一時半ナリキ﹂︒﹃京都法学会雑誌﹄第

(ゆ)同右書︑一七一頁︒

︿活﹀同右書︑一四一l 一四二一員︒

四巻第一号︿一九O 九年﹀一六一頁︒
同右書︑七i 一三頁︒

の系譜﹄(東京大学出版会︑)九七二年)一七一l 一一一一頁︑を参

(初﹀島民政学者としての河田嗣郎については︑村上保男﹃日本農政学

(m)

ハ
9) 神戸正雄﹃穀物関税論﹄(京都法学会︑一九O 九年)一ニ一貝︒
(日)同右書︑一九1
ニ O頁︒

する虞れがあるとして文部当局から絶版を求められるという事件を

と﹃婦人問題﹄を公刊している︒後者については︑家族制度を破壊

(幻)一九一 O年には﹃資本主義的精神﹄の他に河田は﹃社会主義﹄

照
︒

(辺﹀同右書苅二四l 二五頁︒
(日﹀同右書︑戸三四l 三五頁︒
p

ハ
U) 同右書︑ 三九︑六一・l六四頁︒なお︑一九世紀末から二O世紀

引き起こした︒石田雄﹃明治政治思想史研究﹄二八O頁︑を参照︒

初頭のドイツに展開された関税政策論争については︑田村信一﹃ド
イツ経済政策思想史研究﹄︿未来社︑一九八手年﹀第一章における

(幻﹀河田は﹁本書ハ特ニ左ノ諸書ニ負7所多大ナリ﹂として富良

頁
︒

ヴェ lパl の 思 想 像 ﹄ 付 録 ︑ 新 泉 社 ︑ 一 九 六 九 年 ) 九 五 ︑ 一 O 一

(幻)天野敬太郎編﹃日本マックス・ヴェ lパl書誌﹄(﹃マックス・

明快な分析を参照︒
(日目)﹃穀物関税論﹄一三四頁︒神戸は︑一九O 八年二一月に﹁社会
政策より観たる関税問題﹂を共選論題として開催された社会政策学
が︑そこでの彼の輸入米課税に対する立場は︑﹁穀物関税は労働者

会第二回大会において︑河津遣︑矢作栄蔵とともに報告者を務めた
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ハ削品﹀河田嗣郎﹃資本主義的精神﹄ハ京都法学会・一九一 O年)一一一頁︒
(釘﹀同右書︑二ニ頁︒

(m

む 同 右 書 ︑ 二 六l三九︑玄六頁︒

︿町山)同右書︑八︑一回頁︒

﹀同右書︑一一三頁︒
(
m
m

O六頁︒
ハmg 同右書︑九八l 一

河上肇﹁日本人種今後の栄枯盛衰﹂ハ一九一 O年﹀同右寄所収︑

﹁我国固有産業の発達﹂の道

った日露戦後恐慌のなかで︑戸田海市は﹁今日の如き方向を取

ば︑西洋模倣の産業に限られて居る︒:::骨組み道具立斗り

が︑然︑りば如何なる方面が真に長足の進歩を為したかと云え

足の進歩を為したことは吾々も信じ︑外人も評する所である

針を次のように示した︒すなわち︑﹁我国の経済は維新以来長

すること与信ずる﹂と述べ︑日本が今後採るべき経済政策の指

ハ
2)

は永続きの出来る景気は来らない︑忽ちにして又不景気に沈論

晩回復するであらうが︑夫れも我経済の進路を一転せざる限り

ては我国の経済は真の進歩は出来ぬ﹂︒﹁成程今日の不景気は早

転 化 の 指 標 で も あ ﹂ る と い わ れ る 一 九O 七(明治四O﹀年に始ま

︒
い出︒同右書︑豆O四!五OE頁

︿凹む河上が﹃河上肇より櫛田民蔵に送りたる書簡集﹄に付記した思

(お﹀住谷一彦﹃河上肇全集﹄5(岩波書肩︑一九八三年﹀﹁解題﹂︒

論集﹄所収︒

(お)杉原四郎﹁﹃人類原始ノ生活﹄について﹂同﹃日本経済思想史

頁
︒
三O 一

ハ川巴内田義彦﹃作品としての社会科学﹄(岩波書底︑一九八一年﹀

集﹄4所収︑四O四頁︒

(お﹀河上肇﹁経済未生己前ノ人類状態﹂(一九O九年﹀﹃河上肇全

ハ沼﹀同右書︑七二l七四頁︒

ハ
1)

﹁日本資本主義の確立の指様であるとともに早熟的帝国主義

二九O頁
︒

(MM)

︿日出﹀同右書︑四七頁︒

所収︑四六頁︒

(川叫)河上肇﹃人類原始ノ生活﹄(京都法学会︑一九O九年﹀同右書

O年﹀﹃河上肇全集﹄5所収︑二四九1 二六O頁
︒

(ぬ﹀河上肇﹁機械的現代観￨￨附︑日本の最大憂患i1﹂(一九一

参照︒

﹃河上肇全集﹄ 6 (岩波寄宿泊︑一九八二年)所収︑第二篇の叙述を

三八l 二四五頁︒これに関連して︑同﹃経済と人生﹄︿一九一一年)

︿叩拍)}河上肇﹁経済社会終極の理想﹂ハ一九一 O年﹀同右書所収︑ニ

/
¥

ハ引む同右書︑六八l七二頁︒

m )同右書︑一四九頁︒
ハ剖

四

で中か身が同様に改造せられなくては真の経済の進歩は望まれ

の部分は農村における副業として営まれているものである)の

消費生活に密接に関連する小規模な諸工業(そのうちのかなり

多角的な育成によって新たな生産活動の拠点を形成することこ

ない︒其中か身と云ふは我国民の朝夕需用する所にして︑又之
が為め所得の大部分を費す所の日用品である︒:::吾人の臼用

口増殖率を維持することも出来る﹂経済圏に再編してゆくこと

になる︑と戸田は考えたのである︒日常生活必需品の生産力向

そが︑伝統的な社会生活圏を突き崩し︑﹁依然として相当の人

上を起点とする社会的分業体系の編成あるいは生活必需品の充

生活に欠くべからざる米麦を初め︑味噌︑醤油︑酒ゃ︑下駄︑
進歩ありとは云へ︑大体数百年の慣習に従ひ︑非資本的非科学

足の資本主義化を﹁我経済発達の根本策﹂とする構想が︑明治

傘や家具家財や日本家屋と云ふ如き日本固有品の産業は多少の

の日用品が近代的に大仕掛けに廉価に出来る様になって初めて

的に生産せられて居る︒従って其価は驚くべく高い︒:::吾々

主義的な潮流に巻き込まれることを充分に警戒しつつ︑﹁世間

ことを見出すことができる︒そして︑戸田は自らの立論が農本

或は余輩の固有産業発達論を以て︑彼の復古的反動的なる漢学

末期における戸田の思索の過程のなかに明瞭にあらわれている

﹁我経済発達の根本策としては我固有産業を進歩せしむるの外

吾々は麦酒でも石鹸でも電車電燈でも充分に利用するの余裕か

はない︒若し此固有産業が資本と科学の力を借り︑廉価多量に

復興論︑二宮尊徳宗︑尊農賎商論︑物質的文明反対論等と同種

生じ︑従って是等の模倣事業も繁栄し得るに至るのである﹂︒

生産せられる様になれば︑我国土は甚だ狭小なりと難も︑国守田

輩の論旨は復古論とは正反対に︑我国一般の産業を成るべく学

﹀

産業の生産力を構造的に￨￨つまり﹁組織や技術を近代的に改

の﹁所得の大部分を費す所の﹂製品 H国内大衆市場向け製品の

つ︑農・ヱ両部門における﹁我国固有産業﹂すなわち国民がそ

国に散在する日常生活必需品に関する生産力￨￨の﹁学理的機

ら︑根底において通じ合っている商工立国主義的立場にもくみ
しない︑国民的生産力￨￨つまり﹁農村﹂も﹁都会﹂も含め全

も︑またそうした﹁農村﹂と︑低賃銀労働力の確保という観点か

勤倹力行の倫理を﹁農村﹂のなかに求める農本主義的立場に

の現代化は箇粋論対欧化論の争ひとは全く別物である﹂と述べ︑

︿

4

のものと見て反対する者もあるが︑之は大なる誤解である︒余

を五倍十倍ならしむるは敢て難くない︒又海外移民は全然不能
としても人口の圧迫を免れ︑依然として相当の人口増殖率を維

理的機械的資本的に現代化すべしと云ふのである︒:::我産業

3V
ハ

持することも出来る﹂と︒

造し︑科学と資本の力を借り︑機械や分業を採用して﹂￨￨変

械的資本的﹂な拡大をなによりもまず求める立場であることを

戸田は︑一部の﹁西洋模倣﹂産業の偏奇的な成長を危倶しつ

革・拡大しなければならない︑と主張したのであった︒米︑愛

一八三

などの農業生産を﹁近代的に改造﹂することとともに︑日常の
明治末期の戸田海市と﹁京都経済学﹂

立教経済学研究第四一巻二号(一九八七年)

一八四

﹁階級﹂相互間の社会的流動性の堅持 (H ﹁下層階級﹂の向上

をはかろうとする動きに対する批判にはきわめて厳しいものが

和﹂を唱える一方で﹁賎劣なる山師の巣窟﹂たる取引所の温存

の可能性)に社会進歩の原動力をみる社会観に立脚して﹁閉鎖

のように説明されている︒﹁問題は︑こうした共同体の変質︹共

ある︒神戸正雄は農業生産力の向上にまったく役立たない輸入

日本の場合︑資本制的蓄積が全面的に展開しはじめるべき産

明確に示している︒

同体内分業←園内農村市場の拡大︺が︑解体の内的動力の成熟

米課税はただちに撤廃されなければならないと主張した︒彼は

て農業保護を強調する主張︑あるいはまた︑﹁道徳と経済の調

をみないうちに他律的に進展したため︑共同体内の分業や商品

的因循守旧的﹂な傾向を批判した︒彼の﹁農村﹂保護ではなく

生産が外国貿易を含む隔地関取引の動向に決定的に依存しつつ

な労働力に依存するのではなく労働生産性の向上によって世界

非独占的中小商工業者を育成するという立場から︑彼らが低廉

業資本確立期において︑共同体的秩序が変質を示しつつもなお

展開するとともにその生産力上昇の成果日余剰の多くを商人・

維持・再建されつづけたという事態について︑石井寛治氏は次

高利貸(←地主)やその転化した産業資本の手に奪われたこ

あるべき道徳つまり資本主義社会に生きるすべての人間に貫か

れるべき精神(生活態度)を解明しようとした河田嗣郎は次の

市場への進出を果たすことを目指したのであった︒また︑今日

ように述べた︒﹁資本主義的精神ナルモノハ決シテ無制限ナル

の拡大がきわめて徐々にしか進展せず︑共同体内分業の展開も
といわねばならない︒・::戦前日本資本主義の歴史過程は︑共

若干の深化をみせつつも概して停滞的様相を呈したことにある

ル可ラサリシ敵手ハ一言ニシテ之ヲ命名スレハ慣習伝説ニ外ナ

食慾心ヨリ発源セルモノニハ非サルナリ﹂︒﹁資本主義ノ戦ハサ

と︑その結果︑共同体を構成する農民経営の商品経済化と経営

てゆく過程でもあったのであり︑その過程は共同体の維持・再

ラス﹂と︒そして河上肇は人類の歴史を﹁経済﹂化の過程とし

同体が内部からではなく外部から徐々に変質・解体せしめられ
建政策を繰り返し生み出すとともに︑島民本主義をはじめとする

したのであった︒

点である﹁人類原始ノ生活﹂にまでさかのぼって究明しようと

の時代へと急速に捻転してゆく歴史の流れから自由であり得た

だが︑戸田にしても河上にしても︑日本資本主義が帝国主義

て捉え︑直面する﹁経済主義﹂の時代の歴史的意味をその出発

さまざまな反発思想と抵抗運動を生み出していく﹂(傍点原文﹀
と︒これまでに考察してきた戸田海市をはじめとする﹁京都経
経済の調和﹂をスローガンに掲げ﹁道徳﹂の源泉を共同体的秩

わけではない︒河上が国内における﹁米作の経営を根本的に改

(5)

済学﹂の人々の主張は︑まさに︑内務官僚主導の下に﹁道徳と

その対極に位置するものであったといえるのである︒戸田は

序のなかに見出そうとした﹁地方改良﹂運動の論理に対して︑

に限らん︒乃ち嘗て欧州人が世界に雄飛して其の食料の生産地

るに続いて︑﹁乍併︑米穀を産するの地何ぞ必ずしも日本内地

普すると同時に︑盛に耕地の拡張を講ぜざるべからず﹂と述べ

も︑もはやその積極的な意味を失なっているといわなければな

ることなく世界市場への進出を果たすことを目指すという構想

て日本のヱ業が保護関税体制によって維持される市場に依存す

く︑成るべく地球上の多くの面積をして日本人の需要物就中日

族にして真に偉大なる発展を為さんとすれば︑白人種と斉し

て戸田もまた時を同じくして次のように述べている︒﹁日本民

O年二一月﹃時勢之変﹄執筆の最後においてであった︒そし
一

探り求めるとともに︑そうした展開の方向を抑え込もうとする

国日本の歴史の展開のなかで︑﹁我国固有産業の発達﹂の道を

的特質として￨￨主張された﹁国民経済﹂論は︑後進資本主義

ナショナリズム(その物質的基盤の要請)との混請をその思想

とに￨￨リベラリズム(近代国民国家の人格的基盤の要請)と

﹁農工商併立﹂ U徹底した国民的生産力重視という立場のも

らないであろう︒

(6 ﹀

を求めたるが如く︑吾等も亦た盛に天下を政捗し好地を選んで

本米生産の用地たらしめなくてはならぬ︒是れぞ真正なる世界

ざす契機を苧むものでもあった︒と同時に︑時代が急速に￨￨

吾等が食料を生産するの途を講ずべきなり﹂と記したのは一九

征服である︒・:・:我国に強大なる軍備の必要なることは余輩も
之を認めるが︑世の先覚者は須らく先づ自他を利する平和的な

﹁同時的﹂に￨￨帝国主義へとつき進んでゆくなかで︑いかな

(9)f

(叩)

社会的勢力の特殊日本的な基盤の存在を自覚じ︑その刻扶をめ

世界征服民族膨張の策を講じなくてはならぬ﹂と︒復古的勢力

るところへ変質せしめられてゆくことになったのか︒日本にお

ける﹁国民経済﹂論の歴史的個性を理解するうえで深刻な︑し

(7)

r
うした潮流と深く絡み合う特権ブルジョアジー勢力)
(および そ

への対抗観点を強めるなかで︑﹁自他を利する平和的な世界征

かも決定的に重要な問題が残されているのである︒

六頁︒

(1﹀石井寛治﹃日本経済来﹄ハ東京大学出版会︑一九七六年)一五

(U)

服民族膨張の策﹂は︑それがたとえ日本の農業生産力の変革へ

(8)

の契機をもたらし得るものと考えられたにしても︑決してその
現実的可能性を明示し得ぬままに︑悲観的な色彩を帯びつつ
﹁農工商武併立﹂論へと展開してゆかざるを得なかったのであ

3
︿ ﹀同右書︑五
i 六︑七頁︒

所収︑四i 五頁︒

(2﹀戸田海市﹁我国経済界の前途﹂ハ一九一 O年)周﹃日本の経済﹄

﹁海外移民は会然不能としても人口の圧迫を免れ﹂ることがで

る︒ここにおいては︑﹁我国固有産業﹂を発達させるならば︑
きるとした戸田の構想も︑そしてまた︑神戸の議論にみられ

一八l 一九頁︒

一八五

ハ4) 戸田海市﹁我園田有産業の発達﹂(一九一一年)同右書所収︑

た︑諸外国との輸出入の関係が﹁相互的タルコト﹂を前提とし
明治末期の戸田海市と﹁京都経済学﹂

る・:﹂(石川輿ニ﹁日本経済学の根本原理﹂﹃経済論叢﹄第四九

一八六

.員)と︒戸田の教え子である
巻第一号(一九三九年)所収︑二一一0

立教経済学研究第四一巻二号(一九八七年)

ハ
6﹀河上肇司時勢之変﹄(一九一 O年)﹃河上肇全集﹄ 5所収︑一

於て先生の日本主義的論調を見ることが出来る﹂(本庄栄治郎﹁経

し︑回有産業の発達を論ぜられたるが如き︑その他種々なる論文に

に緊密なる関係を有する方面の産業が発達し居らざることを指摘

達が多くは欧米模倣の産業に限られ︑我閣の固有産業或は日常生活

に於ても︑例えば農工商武併立論の如き︑或は維新以後の産業の発

本庄栄治郎もまた﹁︹戸田︺先生が誌上に発表された経済政策的論稿

(5﹀石井寛治﹃日本経済史﹄一五O頁
︒
七三頁︒
戸田海市﹁農工商武の何れを国本とすべきや﹂(一九一一年﹀

︿7) ﹁我国固有産業の発達﹂﹃日本の経済﹄一三ニl 三回頁︒
(8)

ドイツにおける﹁国民経済﹂論の展開との対比をごく大掴みに

同﹃日本の社会﹄所収︒
述べておこう︒ドイツにおいては︑農工商併進鼎立の﹁国民経済﹂

(9)

誌所収︑二四二￨二回三頁﹀と述べている︒戸田はまさに﹁日本経

済学部二十年を回顧して￨￨特に田島・戸田両先生を憶ふ 111﹂同

八年)所収)とみなされたのである︒

済学の先脱﹂(同﹁日本経済学の先縦﹂﹃理想﹄第九一号(一九三

の成長が正常国民としての進歩を約束したフリードリヒ・リストの
なく︑農業(地主﹀と工業(独占資本)との連帯による保護主義の

時代と︑そうした産業育成とりわけ工業育成としての保護主義では
推進の動きが前面に立ちあらわれてくるマックス・ヴェ lバI の時

り上げた戸田︑神戸︑河上︑河田の四人の他に︑田島錦治︑小川郷

太郎︑財部静治︑山本美越乃がおり︑それぞれがユニークな業績を

(日)なお︑京都帝国大学法科大学経済科のスタッフには︑本稿で取

れたのである︒日本における﹁国民経済﹂論はリスト的課題とヴェ l

残している︒それらについては別の機会に(観点を改めて﹀論じな

代との聞にはおよそ半世紀の時間があったが︑日本の場合には︑ま

バl的課題との同時的解決をせまられたと理解することができる︒

ければならない︒経済科スタッフを中心として一九一一一(大正元﹀

さに﹁京都経済学﹂においてこの二つの問題がほぼ同時的にあらわ

ければならない︒一九三九(昭和一四)年︑京都帝国大学経済学部

︿叩)昭和期に入ってからの戸田に対する評価についてふれておかな

九八六年二一月二二日)において報告した︒席上貴重な御批判

付記本稿の骨子は日本経済思想史研究会第二三回例会(一

米田の学問傾向についてはもっと顧みられてよいと思われる︒

ースとして法理学︑経済学︑社会学へと研究領域を拡大していった

田庄太郎が参加していることは注目に値する︒新カント派思想をベ

年には﹁経済学読書会﹂が発足した︒この研究会に西国幾多郎︑米

うに論じている︒﹁この真日本経済学の建設に対しても︑我学部は

創立二O年記念に際して石川興二は﹁日本経済学﹂について次のよ
既に早くその基礎を置いたのである︒これまでの輸入経済学に対し
日本を母国とする日本経済学成立の基礎をはじめて学問的に明かな

を賜わった参加者の方々に改めて御礼を・申し上げたい︒

cこ の 先 生 の 意 図

は︑﹃祖国を顧みて﹄時代の河上肇先生の意図となりまた作田荘一

らしめたところのものは戸田海市先生であった

先生の究極的な学問的意図とし持ちつ浸けられたところのものであ

