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₂ ⊖ ₃ ．第 ₄回公開セミナー（第 ₄回AR班研究会）

（a）．ポスター

事前申込不要
入場無料

市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班（AR研究班）

関西大学研究所事務グループ
〒564-8680 吹田市山手町3-3-35
TEL 06-6368-1179 ／ FAX 06-6339-7721
http://www.kansai-u.ac.jp/Keiseiken/

日時: 平成26年11月7日（金）
15：00～17：30

場所 :関西大学千里山キャンパス
児島惟謙館2階第2会議室

<講師> 藤井 隆至
帝京大学経済学部・教授

1949年に兵庫県神戸市で誕生。東京大学経済学部、東
京大学大学院経済学研究科で学んだあと、新潟大学大学
院教授を経て、帝京大学教授。大学院のときから柳田国
男を専門的に研究し、「日本における社会政策学派の一
展開――柳田国男経世済民の学」で博士（経済学）を取得
した。柳田国男の思想を「協同組合の思想家」という観点
で体系化する点に特徴を有する。柳田は、日本の協同組
合には自助と協同の精神が不足しているとの認識のもと
で、江戸時代の農民の生き方を再認識・再評価しようとし
たと把握する。

柳田国男はなぜ「遠野物語」を書いたのか。

本セミナーでは、資本主義経済のもとで不可避的に生起する貧富の格差を是正し、持続可能
な社会経済システムを構築するために、農民に自助と協同の意義を説いた協同組合の思想家
として柳田国男をふりかえり、その色あせることのない思想を通して「もうひとつの社会」を構想
します。

<コメンテーター>

村井 雅清
被災地ＮＧＯ恊働センター・代表

草郷 孝好
AR研究班主幹
関西大学社会学部・教授

<司会>

宮本 匠
AR研究班委嘱研究員
京都大学防災研究所・特定研究員
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（b）．報告資料

柳田国男と協同組合 
人と人との結びつき 

 
関西大学経済・政治研究所 

2014 年 11 月 7 日（金） 
帝京大学・藤井隆至 

 
今日の結論 
 柳田国男は協同組合の思想家 
  日本の協同組合（当時は産業組合）の現状を厳しく批判 
   日本の協同組合には人と人の横の結びつきが弱い 
   しかし、人と人の横の結びつきは江戸時代の農村に存在していた 
    そのことを日本人に自己認識させ、自助と協同の精神の再確立を図る 
      →協同組合の活性化 
 
 
著作が膨大なので、本講演では著作を絞り込む 
 
『農政学』1904？ 
『遠野物語』1910 
『農業政策』1911 以降 
 
 
藤井の見解（経済学史学会編『経済思想史辞典』丸善、2000 年）から 
 
柳田国男（１８７５－１９６２） 
兵庫県生まれ。東京帝国大学で農政学を学んだあと農商務省に入省、農業政策を

担当。法制局参事官を経て、貴族院書記官長を最後に官界を去る。国際連盟の委

任統治委員会の委員を務めたあと、朝日新聞社の論説委員として普選即時断行の

論陣を張った。主著は「中農養成策」（1904）、『遠野物語』（1910）。彼の生涯の

課題は、農民の経済生活の向上にあった。農民の貧困は農地の零細性に由来する
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との判断から、規模拡大を目指す国民主導の社会政策を構想。産業組合を村人が

設立し、その流通金融機能を活用することによって農村から流通業者・金融業者

を排除し、農民の利益を確保することによって自立経営を育成しようとした。産

業組合が法律の立法趣旨どおりに運営されるためには農民自身が産業組合の精神

を体現していなければならないとの見解から、協同主義的な自助主義の精神的基

盤を求めて、郷土研究に進む。（藤井隆至）  
 
 
【予備知識１】 
「協同」の語義 
 ともに心と力をあわせ、助けあって仕事をすること（広辞苑） 
   たんに力を合わせるだけでなく、心を合わせたうえで力を合わせる 
   協力は各人の自発性が不可欠 

（命令されて力を合わせるのは、真の意味での協力ではない） 
 
 心を合わせる、その人間的基礎はなにか……柳田の関心 
 
【予備知識２】 
江戸時代の村落自治 
 農民の最大の義務は年貢を納入すること 
 年貢制度 村請制 年貢は村（今日の集落に相当する）に対して賦課される 
  村人は寄合をひらき、年貢完済に向けた村の取り組みを協議・実施する 
   村落自治が武士から認められる  （武士は城下町に集住） 
 
【予備知識３】 
柳田は弱者に寄り添う「横から目線」の人だが、その「横から目線」を支えてい

るのは「上から目線」（統治者目線） 
  彼は超エリート 
   退職時は貴族院書記官長（勅任官、事務次官クラス） 
   戦後は枢密顧問官（親任官、首相クラス、天皇の相談相手） 
 
【予備知識４】 



114

柳田は癒し系からほど遠い人 
実は農民に対して厳しい目線  

農民は「上」の指示に従う傾向が強い  補助金など 
寄生地主には冷淡←柳田は自作農主義 

 社会主義者には好意的  
  柳田自身は労働全収権から出発 
   「土地に対する労働の果実は何等の制限も無く凡て労働の主体に帰属せざ

るべからず」（『農政学』）   
社会主義者は小作農・労働者といった弱者のために活動 親近感をもつ 
柳田の何らかの関与で世に出た社会主義者の本 
山川菊枝（『武家の女性』）、福本和夫（『日本ルネッサンス史論』） 

  官吏ということもあって、表現の仕方はソフト→癒し系という誤解 
 
 
以下、本論 
経歴 （１９１０年前後） 
① 誕生 １８７５年（明治８年） （没年は１９６２（昭和３７）年） 

兵庫県福崎町（姫路市の北方、いまはベッドタウン、姫路藩時代は「在方」、

藩主の酒井家は大老・老中を出す名門） 
② 生家  江戸時代の身分は「農」 

 父は松岡約斎（操） 漢学者（漢学は武士の教養、国学にも関心） 
 母は松岡たけ  儒教道徳に厳格 
 まずしい家庭 
 兄弟 兄に井上通泰（医師、貴族院議員、森鴎外の親友） 
    弟に松岡映丘（日本画、東京芸術大学教授） 

③ 学歴 
 東京第一高等学校 イギリス法を学ぶ   

外交官志望（条約改正交渉に関心？） 
 東京帝国大学法科大学 国家学（とくに社会政策学（いまの経済学に相当）） 
  官僚となるための学術面の訓練 
   協同組合を中心に学ぶ（指導教官の松崎蔵之助は協同組合の導入者） 
  卒業論文は「三倉沿革」（社倉、義倉、常平倉） 江戸時代の“協同組合” 



第 4回公開セミナー　2014年11月 7 日　（藤井） � 115

④ 職歴 
 農商務省農政課で産業組合を担当（産業組合法 1900 年） 許認可 

（柳田は中央官庁で協同組合を担当した日本最初のキャリア官僚） 
法制局へ異動 参事官 
 内閣が帝国議会に提出する法案の事前審査……法律の専門家 
 このときに『遠野物語』（１９１０）を発表 
 筆頭参事官を最後に貴族院書記官長 
貴族院書記官長 
朝日新聞論説委員 「論説」で普選即時断行の論陣を張る 

 
⑤ 柳田国男の課題（Ⅰ） 農民（国民）はなぜ貧しいのか 

 （急速な近代化の過程で経済格差がひろがった時代…『日本の下層社会』） 
現状論 
  発展段階論で説明 自然経済から貨幣経済へ 
   日本社会は貨幣経済化しているのに、農業は自然経済（自給自足）の様相

が濃い 
  原因… 個々の農家は生産量が少なく、自家消費分を控除すれば市場での販

売量が少ない  「小農」 
農産物の販売を目的とした農業経営になりにくい 
個々の農家の生産量が少ない原因……農地面積が狭小 
 
政策論 
 「中農養成」  農家一戸あたりの農地面積を拡大して生産量を増やす 
   貨幣経済に即した農業経営  企業としての農業 自立経営 
   農家戸数を半分に減らせば、農地面積は２倍にできる  離農の促進 
     離農した農民は村内で工業に従事すればよい 
 
⑥ 柳田国男の課題（Ⅱ） 協同組合（産業組合）の育成 

 農地面積を拡大するには農地の購入資金が必要 
   （補助金政策はきびしく批判⇔自助主義） 
  各農家は購入資金を自分で工面しなければならない 
   しかし小農に貯金はほとんどない 
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   庭先販売をやめ、産業組合をつくって資金調達 
    販売組合、購買組合、生産組合→信用組合 
     

⑦ 柳田国男の課題（Ⅲ） 協同組合は質が重要 
 現実の産業組合 

上層農民で産業組合をつくる 
下層農民（小作農）は排除 
協同相助（自助と協同の精神）のない組合 
 （産業組合法に組合員の倫理に関する規定はない） 
 

⑧ 柳田国男の課題（Ⅳ）協同相助の自己認識 
 江戸時代の農村 年貢村請制 村人の協同相助は不可欠 
  「郷党の結合心」…「数百年の間」養成されてきたもの 
 しかし近年「廃弛」（すたれゆるむこと）しつつある。 
 これを「恢復」（回復）することが必要 
 
 『遠野物語』の遠野……僻遠の地には「前代」日本が残存 
   彼のいう「前代」は江戸時代 
   遠野郷…江戸時代に成立 

   柳田のいう「固有」は、小農制村落のもとで、儒教倫理、仏教倫理の 
  ない社会 
    日本人の倫理（協同相助の生き方）を死生観の深みから提示する 
    

 
藤井隆至『評伝 柳田国男 ―『産業組合』と『遠野物語』のあいだ』 
  日本経済評論社、2008 年 
藤井隆至『「遠野物語」を読もう ―柳田国男が意図したもの』 
  新潟日報事業社、2010 年（別の出版社から「新装版」が進行中） 
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（c）．記録

関西大学経済・政治研究所
平成26年度第 4回公開セミナー

「柳田国男と協同組合」

講師：藤井隆至 氏（帝京大学経済学部・教授）
コメンテーター： 村井雅清 氏（被災地NGO協働センター・代表） 

草郷孝好 氏（AR研究班主幹　関西大学社会学部・教授）
日時：平成26年11月 7 日㈮　15：00～17：30
会場：関西大学千里山キャンパス　児島惟謙館 2階 第 2会議室

司会者（宮本氏）：それでは時間になりましたので始めます。関西大学経済・政治研究所第 4

回公開セミナーとして「柳田国男と協同組合」というタイトルで帝京大学の藤井隆至先生を講

師にお招きしてセミナーを開催いたします。司会は私、宮本が担当させていただきます。どう

ぞよろしくお願いします。

　今日は藤井先生に「柳田国男と協同組合」というタイトルでお話を伺います。我々は経済・

政治研究所の中の「市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班」という名前の研究班で活

動しているのですが、ひょっとしたら今日この会場にいらっしゃったみなさんの中にも、「柳

田国男と協同組合がなかなか繋がらないな」とお感じになったり、「市民自治力向上と柳田国

男がなかなか繋がらないのじゃないか」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。実際私

も藤井先生とお会いする前に柳田国男の『遠野物語』しか読んだことがなかった頃には、たぶ

ん同じような感想を持ったのではないかと思うのですが、おそらく今日このセミナーの時間を

終えた後には、まさに「市民自治力、あるいは協同組合が柳田国男と非常に強く結びつきがあ

るのだ」ということを、みなさんと共有できるのではないかと思っています。

　今日は講師の藤井先生にまず80分ぐらいじっくりお話を伺ったあとに、コメンテーターに被

災地NGO恊働センター代表の村井雅清さんにおいでいただいています。村井さんは阪神淡路

大震災のあと神戸、そのあとのいろいろな海外を含めた被災地で災害救援ボランティアの活動

に携わってこられた第一人者のおひとりです。来年の 1月17日で阪神淡路大震災から20年を迎

えるのですけれども、その20年を前にして村井さんの中で神戸の後の災害ボランティアの動向

についていろいろお考えになられていることがあって、そのことが藤井先生の著作で書かれて

いるような「柳田国男と協同組合」の話にどうも結びつきがあるというようなことをおっしゃ

られていまして、今日はコメントをお願いしました。村井さんからだいたい20分ぐらいコメン

トの時間をいただいて、そのあと10分間一度休憩を挟みます。そのあと残りの 5時半まで、40
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分ぐらいの時間でまず最初に研究班のメンバーの一人でもある草郷先生からコメントをいただ

いて、そのあと時間がありましたら会場のみなさんからお話を伺えたらと思っています。

　藤井先生にバトンを渡す前に、一点だけおそらくこれはどうしてもここでお伝えしたほうが

いいのではないかと思うことがあります。今日ここに前に並ばれている藤井先生と村井さんを

繋がれたきっかけになられた人が、岩手県の遠野の村で、今たぶん晩ご飯の支度でもしている

と思うのですけど、「佐々木麻奈子さん」という方です。僕自身も東日本大震災のあとの東北

での活動に村井さんの団体のみなさんと、今日も来られていますけれども増島さんが一緒に遠

野で活動した時に、宿泊場所を提供してくださったのが佐々木麻奈子さんです。村井さんとも

非常にそれからいろいろな結びつきがあるのですけれども、その麻奈子さんに、僕は新潟県の

中越地震でいろいろな活動をしていたので、「新潟で」というお話をしたら、「じゃあ藤井先生

を知っているだろう」と言われまして、実は存じ上げていなかったのですが、当時は藤井先生

は新潟大学にいらっしゃって、そこから麻奈子さんが主催した地元での勉強会に藤井先生を新

潟からお招きして、遠野の地域のみなさんと一緒に柳田国男のことを考えるということもして

きました。このお二人は今日初対面なのですが、村井さんはいろいろお話を伺ったりされてい

ると思うのですが、ぜひ麻奈子さんが二人が出会う場面を作って欲しいとおっしゃっていて、

それを今日実現できたのを本当に嬉しく思っています。

　それでは私からの話はこれぐらいにして、さっそく藤井先生にお話をお願いしたいと思いま

す。では、よろしくお願いします。

藤井氏：帝京大学の藤井でございます。今日は「柳田国男と協同組合」という題でお話をさせ

ていただきます。このチラシにも出ておりますけれども、私は神戸市の出身でして、この前の

地震の時は両親が80歳前後でしたけれども、神戸におりました。地震の正式名称は別にあるの

でしょうけれども、私にとりましては「神戸の地震」でありました。神戸での両親は二人暮ら

しでした。子どもは何人かいるのですが全員親不孝者で、皆、親のそばにいないのです。そう

いう時にとつぜん危機的状況に陥ったのです。

　まず親の安否が心配です。神戸の自宅に電話をかけても、つながりません。親のところへ行

って安否を直接確かめるしかありません。神戸へ行くいろいろな交通手段を調べましたが、鉄

道もだめ、高速道路もだめ。絶望的でした。しかしただひとつ、飛行機は飛んでいるようなの

です。だとすれば、伊丹空港までは行けるはずです。そのあとは、何とかなるでしょう。

　というので、取りあえず伊丹空港へ行くことにしました。地震の日が 1月17日だというのは

非常によく覚えています。なぜかと言うと給料日だからです。給料日がなぜ重要かと言うと、

新潟空港にATMがあるからです。家内に「あとはよろしく」と言い残して新潟の家を出、飛

行場で給料を全額おろしました。当面の活動費です。伊丹空港の上空で飛行機は長い時間旋回

していました。地上から黒い煙が何本か立ちのぼっているのが窓から見えました。人々の無事
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を願わないではいられませんでした。

　さいわい伊丹空港までは行けましたけれども、それから先は途方にくれました。あの日のこ

とはよく覚えていらっしゃると思いますけれども、タクシーがまったく来ないのです。伊丹空

港のタクシー乗り場では、ズラーッと長蛇の列ができているばかりでした。私が伊丹空港に着

いたのは11時頃だったと思います。そのあとずっと 4時頃まで並んでいたのですけれども、一

台もタクシーが来ない。「このままどうなるのかなあ、ここで野宿するのかなあ」と不安になり、

ようすを探るために偵察に出ることにしました。列の前後の人に「ちょっと散歩に出てきます」

とことわって場所を確保し、列を離れました。すると少し離れた場所で、伊丹空港へ客を乗せ

てやってきたタクシーが私の目の前で停まりました。タクシーの運転手に「今から神戸まで行

ってくれませんか」とお話したら、「本当はこの場所で乗せてはいけないのだ」と言いながら、

たぶん運転手さん自身も地震の被害が気になっていたのでしょう、「いいよ」と言ってタクシ

ーに乗せてくれました。私は先ほどのタクシー乗り場に戻りまして、前と後の人、いろいろ世

間話などをした間柄ですのでその 2人を誘って 3人でそのタクシーに乗り、神戸の方へ向かい

ました。

　振り返ってみれば、この 3人は顔ぶれが非常によくそろっていました。運転手さんは「伊丹

空港と大阪の間はわかるけれど、伊丹空港と神戸の間は道がわからない」とおっしゃいました。

ところが 3 人のうちのひとりが、「自分はいつもここに自動車で来ている、だから国道 2 号線

に出る道はよくわかる」と言い、伊丹空港から国道へ出る道をタクシーの運転手さんにアドバ

イスしてくれました。うまく国道 2号線へ出たものの、道路は大渋滞でした。信号も全部止ま

っていて、警察の方が手信号で交通整理なさっていましたけれども、無理な割り込みがあった

りして、大渋滞でした。もう一人の方はまだ若い方で、渋滞に巻きこまれると、「偵察に行っ

てきます」と言って裏道を調べに行ってくれました。そして、「この道だと車が通れる」とか

の情報を教えてくれました。建物が全壊していたり半壊していたところでは瓦礫が道路をふさ

いでおり、通れる道と通れない道があったのです。

　そんなわけで、地震があったその日に、神戸の両親のところに戻ることができました。あの

時私ひとりでタクシーに乗っていたら、道もわからず立ち往生していたはずです。相乗りした

3人の組み合わせがよかったおかげで、家までたどりつくことができたのです。

　午後の 4時過ぎにタクシーに乗って神戸元町の家に12時頃に着きました。 8時間もタクシー

に乗っていたことになります。家に着いてドンドンドンと戸をたたいていたら、母親があけて

くれました。両親の無事を自分の目で確認してホッと安堵したのはよいのですが、私の顔を見

たときの母の最初のひと言が衝撃的でした。母は何と言ったか。「あんた、なんで帰って来たん？」

「なんで帰って来たんって、地震あったでしょう」と言うと「うん、地震あった」と。ところが、

両親は何もわかっていないのです。大きな地震があったことしか分かっていなくて、停電して



120

いましたから、地震の規模や被害についての情報がまったくない状態に置かれていたのです。「今

まで何してたん？」と尋ねると、「寒いから寝てた」という返事でした。

　両親の無事を確認できたのはよいのですが、次の課題が出てきます。ライフラインは全滅、

交通は完全にストップ、食料はありません。こんなところに80歳の両親を置いておくことはで

きません。何としてでも、両親を連れて新潟に戻らなければなりません。しかしどうやれば神

戸を脱出できるのか。いろいろ知恵を絞りました。私の一生のなかでいちばん頭を使ったのが、

このときでした。タクシーが使えればよいのですが、あの時は、タクシーはみんな報道機関が

借り上げていました。タクシーは走っているのですが、どの車も「○○新聞」とか「△△テレ

ビ」とかの旗をつけているのです。

　私のアイデアはこうでした。元町なので神戸市役所まで歩いて行ける距離です。“市役所は

対策本部になっているはずだ。だとすれば、市役所職員のなかには、こういうときだからタク

シーで出勤する人がいるはずだ。”そこで私は、朝の 4 時頃に家を出て市役所に行き、玄関の

近くで網を張っていました。すると目の前でタクシーが停まったのです。運転手に聞くと、「明

石から来た」というので、「大阪か明石かどちらでもいいからやってほしい」と頼みましたら、

「自分は明石から来たから明石へ帰ります」というお話で、両親と 3 人で明石駅まで乗せても

らいました。両親はタクシーの車窓から被害の大きさを目にすることになりました。

　山陽新幹線は下り方面だけが運行していました。明石駅から岡山駅に行くか広島駅に行くか

迷ったのですが、遠いほうの広島駅へ行くことにしました。その日は両親と駅近くの宿で 1泊

しました。宿でテレビを見ていたら、広島空港から羽田空港行きの臨時便が出るという案内が

ありました。すぐ電話をして予約を取り、翌日は東京に着きました。そんなわけで、なんとか

両親を無事に連れ出すことができました。あとで知ったことですが、岡山空港からの羽田行き

臨時便はビジネス客が殺到し、切符を取るのが難しかったそうです。

　神戸の地震とのかかわりを詳しくお話しすぎたかもしれませんが、あのときの困難をこのよ

うにして切り抜けた家族もあったという事例の一つとしてご理解いただければ幸いです。振り

返ってみて、伊丹空港で 2人の見知らぬ人をタクシーに誘ったことが大きな幸いでした。とは

いえ、両親にとって、地震は大きなストレスになったようです。すでに 2人とも他界していま

すが、神戸の地震がなければもう少し長生きできたのではないかと悔やまれます。神戸の出身

というご縁で、おもわず長話をしてしまいました。

　これから本論に入ります。今日「柳田国男と協同組合」という題でお話をさせていただきま

すが、先ほどの宮本さんのお言葉にありましたように、ほとんどの方は“どういう組み合わせ

だ？”とお感じになっていると思います。ですが私は、これが一番素直な組み合わせだと考え

ております。

　柳田国男というと、ほとんどの方は『遠野物語』という書物でご存知です。『遠野物語』だ
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け読んでいるか、あるいは『遠野物語』以降の著作しか読んでいない方が99%以上だと思いま

す。ただ、『遠野物語』は柳田が30歳代後半に書いたものでありまして、それが彼の最初の作

品ではありません。ところが柳田国男の愛読者は、『遠野物語』以前に柳田が何を書いていた

かということは全く考慮しない読み方をなさっているのではないでしょうか。一般の読書家な

らもちろん許される読み方ではありますが、学者さんがこのような読み方をしているのでした

ら、あきらかに手抜きです。釈迦に説法でありますが、人の思想というのは一歩一歩形成され

るものでありまして、そのプロセスの中で、それぞれ途中経過として作品があるのです。

　ですから、柳田国男を理解しようとすれば、彼が若い時からどういう作品を書いていたのか

を調べていかなければなりません。『遠野物語』は、『遠野物語』以前の著作との関連で書かれ

ています。私も学者の端くれですから、彼が若い時からの著作を順に追って読むということを

やっております。

　彼は、東京帝国大学法科大学に入ります。系譜としては東京大学法学部の前身ですが、質的

には両者のあいだに大きな相違があります。東京帝国大学は「帝国大学令」という勅令に基づ

いて設置されています。「帝国大学令」は第一条に「帝国大学ハ国家ノ須要ニ応スル学術技芸

ヲ教授シ及其蘊奥ヲ攷究スルヲ以テ目的トス」という目的を掲げています。「国家ノ須要ニ応

スル」人材を育成するのが帝国大学の「目的」なのでした。帝国大学で法律学、政治学、経済

学等の社会科学を教育研究するところは法科大学でした。その社会科学は、当時は国家学と総

称されていました。「国家ノ須要ニ応スル」学問です。ここで柳田は、おもに国家学とくに経

済学を中心にした勉強をします。

　なかでも、柳田は、主に協同組合を勉強します。彼の先生は松崎蔵之助といいました。松崎

先生の専門は財政学と統計学、若いときは農業政策学の専門家でもありました。優秀な教え子

に恵まれた方で、柳田国男だけではなく、河上肇や高野岩三郎、大内兵衛らもいます。昔の大

学の先生はいろいろな科目を授業していたこともあり、松崎先生のばあい、それぞれの科目に

それぞれの教え子がいました。柳田と河上は、農業政策学を専門としていた若いときの教え子

です。高野は統計学、大内は財政学の教え子です。

　この松崎蔵之助は、あまり知られていませんが、協同組合の導入者です。その背景を簡単に

説明します。明治の半ば頃から、格差問題が大きな社会問題となりはじめました。貧富の格差

です。それにともない、社会主義の思想も導入されます。社会主義に対抗する意図もあって、

学界・官界・財界・言論界の一部には、働く人々を保護しなければならないと考える意見が強

くなりました。工場労働者については、政府が工場法という法律を作ろうとした話はご存知か

と思います。工場法は労働時間など工場現場での労働条件を規制する法律で、今の労働基準法

の戦前版です。規制といっても今日から見ればゆるい規制ですが、それでも労働者保護の観点

から、長時間労働等に制限をくわえる法律が作られたのです。議会の反対が強く、やっと1911
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年に公布の運びとなりました。工場法制定にむけて中心になりましたのが、東京帝国大学の先

生方や農商務省でした。

　工場法にくらべますと、農民保護の政策は全然知名度がないのですが、産業組合法がそれで

す。産業組合は農業協同組合や漁業協同組合の戦前版です。生活協同組合も、産業組合のうち

の購買組合が発展した協同組合です。産業組合という名前をご存知の方は少ないでしょうが、

協同組合でしたら、ほぼ全員の方がご存知のはずです。

　明治の半ばから格差問題が深刻化し、その対策として、政府は農民保護の政策も導入しよう

としました。それで、工場法に並行して産業組合法という法律を作ろうとしたのです。細かく

言うともう少しバリエーションがあるのですが、そういう方針の中心になったのが松崎先生で

した。松崎先生は、当時の帝国大学の先生の多くがそうであるように、ドイツ帰りの人です。

ドイツの大学で農民保護の政策を勉強し、日本にそれを定着させようとした方です。柳田国男

は松崎先生のところで指導を受け、協同組合に関する卒業論文を書いて東京帝国大学を卒業し

ました。そして就職先は農商務省、今で言えば農林水産省にあたる役所ですが、そこに勤めま

して産業組合法の充実に向けて取り組みをする仕事をしました。彼は中央官庁で協同組合を担

当した日本最初のキャリア官僚です。

　柳田の仕事ですが、各地から申請されてくる産業組合の法認について、それを許認可するの

がおもな仕事でした。ですから、彼は学問上の出発点は「協同組合」にあるのです。柳田は、

協同組合についての基礎的な勉強を大学時代にやり、官界に入ったあと協同組合の許認可を担

当しました。そしてある時点で、『遠野物語』を書きます。ですから、協同組合と『遠野物語』

は無関係であるはずはないのです。むしろ非常に強い関係があると私は理解しております。協

同組合の思想の中で『遠野物語』を読むのが、時間の順番を追っていけば一番オーソドックス

な読み方になるだろうと考えています。じつは、松崎や柳田が勉強したドイツの経済学にとっ

ては、経済学と『遠野物語』的な世界とは密接な関係にあるのです。

　先に結論をお話したほうが、私の話を理解しやすくなると思います。私の話の結論は、お手

元のレジュメの 1ページ目に書いておきましたように、柳田国男は「協同組合の思想家」とし

て理解するべき人です。彼は官僚ですが、官僚の多くがそうであるように、心の中では、政府

の政策に対してかなり厳しい目を持っていました。協同組合の啓発活動や許認可の仕事をやっ

ていたことから、協同組合の実態については非常に詳しい人です。詳しいだけに、現状のまま

ではいけないという気持ちを強く持っていました。どの点がいけないのでしょうか。それは、“日

本の協同組合は人と人の横の繋がりが弱い”という点でした。彼にとって、現実の協同組合は

協同組合本来のあり方と異なっていました。そして、この点に非常に強い危機感を持ったので

す。

　彼の歴史観では、人と人との横の結びつきは、江戸時代の農村には濃厚に存在していました。



第 4回公開セミナー　2014年11月 7 日　（藤井） � 123

このことはあとでお話いたします。彼によれば、江戸時代は人と人の結びつきが非常に強かっ

たのですが、明治に入って市場経済の社会に入ると、市場経済の社会は利己主義の社会ですか

ら、みんな自分の利益追求を最優先することになりました。それで人と人との結びつきが弱く

なってしまったのです。しかしそれでは協同組合は理念どおりには機能しませんから、江戸時

代には人と人との横の結びつきがどういうものであったのかを国民に示そうとしたのです。そ

のことを国民が自己認識（自己認識というのは彼の言葉です）すれば、協同組合の理念（組合

員の自助と協同の精神による生活向上）の再確立を図っていくことができる、と考えたのです。

これが今日の話の結論ということになります。

　柳田国男は、協同組合の活性化、つまり協同組合が本来の役割を果たすためには組合員の横

の結びつきが決定的に重要なのだ、という主張をしてきた人です。江戸時代の農村の人はどう

いう考え方で生きてきたのかを明らかにしていこうとしたのが、『遠野物語』以降の作品であ

ると私は整理しています。

　その次に、“著作が膨大なので本講演では著作を絞り込む”とレジメに書いておきましたが、

『遠野物語』は1910年の著作です。その前後に『農政学』や『農業政策』という本が書かれて

います。つまり彼は、農業政策学の一環として『遠野物語』を書いていると理解すべきです。

当時の「農業政策学」について補足しますと、「政策学」ということばがついていて、どのよ

うな政策が望ましいのかを研究するのが彼の「農業政策学」でした。

　話を分かりやすくするために、以下に藤井の見解を示します。経済学史学会が編集した『経

済思想史辞典』という辞典があります。ここに「柳田国男」の項目があります。この文章は私

が書きました。それを紹介します。

　先ほどの「今日の結論」と重なる部分もありますが、重要ですので読みあげさせていただき

ます。「兵庫県生まれ。東京帝国大学で農政学を学んだあと農商務省に入省、農業政策を担当。

法制局参事官を経て、貴族院書記官長を最後に官界を去る。国際連盟の委任統治委員会の委員

を務めたあと、朝日新聞社の論説委員として普選即時断行の論陣を張った。主著は「中農養成

策」、『遠野物語』。彼の生涯の課題は、農民の経済生活の向上にあった。農民の貧困は農地の

零細性に由来するとの判断から、規模拡大を目指す国民主導の社会政策を構想。産業組合を村

人が設立し、その流通金融機能を活用することによって農村から流通業者・金融業者を排除し、

農民の利益を確保することによって自立経営を育成しようとした。産業組合が法律の立法趣旨

通りに運営されるためには農民自身が産業組合の精神を体現していなければならないとの見解

から、協同主義的な自助主義の精神的基盤を求めて、郷土研究に進んでいった」。

　補足しますが、彼は時代の最先端をいく政治思想を持っていました。ここに「普選即時断行

の論陣を張った」と書いてありますが、日本史に詳しい方はよくご存知のことですが、大正デ

モクラシーの時に朝日新聞社が「普選即時断行」のキャンペーンを張りました。このことはよ
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く知られているのですが、その中心人物は誰であったのかということは実はよくわかっていま

せんでした。といいますのは、「論説」、これが新聞社の意見になるのですが、「論説」は無署

名ですので、論説委員の誰が「普選即時断行」の論説を書いたのかが特定できていませんでし

た。しかし『定本柳田国男集』が発行され、その中に彼の書いた朝日新聞の論説が収められる

ことになりました。それが契機となって、「普選即時断行」の論陣を張っていた中心人物は柳

田国男だったことが明らかになったのです。「普選即時断行」の主張は、『朝日新聞』という新

聞によって個々の家庭に届けられ、世論を動かし社会を変えました。柳田国男は、大正デモク

ラシーの有力な指導的担い手だったのです。そのことからも知られますように、彼は時代の最

先端を行く思想の持ち主であり、戦う人でした。“昔はよかったね、懐かしいね”という人で

はまったくありません。このことは十分に理解されていないのではないでしょうか。彼は不本

意だったろうと思います。

　そのようなことをこれからお話させていただきます。その前に、柳田国男を理解する上で、

いくつかの予備知識を皆さまと共有しておきます。予備知識の第 1として、協同組合の「協同」

がもつ語義を『広辞苑』でお話させていただきます。『広辞苑』によりますと、「協同」とは「と

もに心と力をあわせ、助け合って仕事をする」という意味です。重要なことですが、「協同」

と言うと私たちは「力を合わせること」だと考えていますが、それだけでは不十分で、「心を

合わせる」ことも必要なのです。「心を合わせる」というのは、もちろん、自発的に心を合わ

せるということです。だから「心を合わせた上で力を合わせる」、これが「協同」という言葉

の意味です。彼のお父さんは漢学者でありますので、中国語には詳しい人です。柳田自身は「儒

学は嫌いだ」と言っていますが、当時の知識人はみんな儒学の勉強をきちんとしています。柳

田もそうで、勉強した上で「嫌いだ」と言っているのです。個々の漢字がもつ意味については、

今の私たちよりもはるかに高い理解を持っていたと考えるべきでしょう。ですから「協同」の

「協」の意味を彼は十分に分かっていたと解釈してよろしいのではないでしょうか。先ほどの

協同組合論と関連させますと、自分が担当している協同組合には、「心を合わせる」という意

味での「協同」が欠けているのではないかというのが柳田の大きな不満でありました。

　予備知識のその 2 に進みます。「江戸時代の村落自治」です。先ほど、江戸時代は人と人の

横の結びつきが強かったと紹介いたしましたが、それには理由があります。それは年貢の納入

と深く結びついていました。年貢は現代の税金に相当するものですが、現代の税金は法人や個

人が払うものです。ところが江戸時代の年貢は現代と異なっていて、村が払う制度になってい

るのです。これを「村請制」といいます。藩は村に対して年貢を課します。村は年貢を完済す

る義務があります。そこで、年貢をどんなふうにして納めるか、いいかえれば米などをどのよ

うにして生産するか、ということを村の寄合でお互いに相談して決めていました。ですから江

戸時代は、農民の村落自治は相当高いレベルに達していたのではないかといわれています。そ
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ういう中で、村人はお互いに助け合っていました。「助け合って」というと言葉はきれいです

けど、連帯責任ですから、助け合わないと自分の年貢負担が増えるのです。そこで、否応なし

に助け合わなければならないのです。もし隣の家のご主人が足を怪我するようなことがあれば、

自分もお隣の支援に行かなければならないのです。年貢は村単位で納める制度だったことから、

人はお互いに助け合わなければいけない社会になっていました。

　次は予備知識の 3。柳田国男を好きな人は大勢いらっしゃいますが、彼は社会的弱者、経済

的弱者に寄り添う目線をもつ方であると同時に、「上から目線」の人でもあります。この「上

から目線」の部分は、あまり認知されていないと思います。彼は明治の超高級官僚です。退職

した時のポストは貴族院書記官長でしたから、勅任官ではないでしょうか。彼は40歳代の半ば

で役人を辞めましたので、“彼は落ちこぼれだったのではないか”と書いている方もいますが、

まったく逆です。彼は40歳代の半ばで官僚としてトップに立ってしまったのです。登りつめた

官僚は、会社の社長と違いまして、あるところで辞めなければなりません。彼が辞めた直接の

きっかけは上司である貴族院議長との確執ですが、官界ではトップにありますから、あとは辞

めるしかないのです。彼は若くして退職しますが、それは若くして出世してしまったからだと

ご理解いただきたいと思います。

　戦後の柳田は、枢密顧問官になります。これは親任官のポストです。「戦後」というのは、

いわゆる戦後憲法ができるまでは、明治憲法が短期間ではありますが適用されていました。そ

の時の枢密顧問官で、最後の枢密顧問官です。枢密顧問官の仕事は、天皇の相談相手になるこ

とです。首相経験者や大臣経験者が枢密顧問官に就くことが多いようです。親任官ですから、

明治憲法下での臣民としては、最も高い地位です。明治憲法の下では、主権は天皇にあります。

天皇からの距離に応じてその人の地位が決まっていたとすれば、柳田国男は天皇に最も近い臣

民でしたし、臣民として最高位にあった人であります。

　勅任官、親任官を歴任した柳田国男は、政策の立案実施に深く関与できる立場の人であり、

日本の将来という観点で社会と人間を観察した人でもあります。この部分を押さえておかない

と、柳田の思想を理解したことにはなりません。ぜひ確認をお願いします。

　予備知識の 4 です。「柳田は癒し系からほど遠い人」と書いておきました。柳田ファンのな

かには「柳田は癒し系の人」と解釈してファンになっている方もいらっしゃいますが、実は全

然違う人です。農民に対して非常に厳しい目線を持っていました。どの点に厳しかったのかと

いいますと、農民は上の指示に従う傾向が強いという点でした。当時の農業政策は、現代もそ

うですが、国民を動かすために補助金政策を使っていました。“政府の言うとおりにすればお

金（補助金）をあげます”というのが補助金政策です。この補助金政策はよくないというのが

柳田の意見でした。なぜよくないか、それは、これがあるから農民はお金欲しさに政府の言う

とおりにするからです。それではいけない、農民はもっと主体的能動的にならなければならな
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い、自分自身の経営上の判断で農業経営をやらなければいけないと彼は考えていました。

　柳田は「国民総体の幸福」という観点で社会の問題を考えてきた人です。レジメでははっき

り書きませんでしたけれども、後になりますと、全国各地から大勢の人たちが柳田のところへ

集まって指導を受けるようになります。だいたいは郷土史家と呼ばれているような人たちです。

実は柳田は、そういう人はあまり好きではありませんでした。理由ですが、戦前の郷土史家に

は地主が多かったのです。彼は「地主」は大嫌いでした。なぜかと言うと、地主は農民から高

い小作料を取って自分は特に働かないで豊かな暮らしをしていたからです。勉強が好きな地主

は、たいくつしのぎに勉強をしていました。その一部に郷土史家がいました。将来の日本はい

かにあるべきか、農民の貧困を克服するには何をするべきなのか、といった問題を考えて勉強

していたわけではなかったのです。

　それに対して社会主義者は割と好きでした。柳田は日本に将来、とくに貧しい農民の将来の

ことを考える人です。だから貧しい農民のことを考えない人、つまり自分の利益を考えている

人に対しては冷淡で、貧富の格差是正の問題を考える人に対しては好意的でした。社会主義者

は小作農や労働者といった弱者のために社会の制度を変えなければいけないと考えている人で

すから、そういう点で柳田と社会主義者は相通じるものがあったのです。第一次大戦のあと、

社会主義の運動が日本でも盛んになりますけれども、社会主義者の中で一部の人は柳田のとこ

ろに集まってきました。柳田はそういう人を好意的に受け入れていました。

　ここでは柳田と社会主義者の接点を示す一例として、山川菊枝の『武家の女性』を紹介して

おきます。今、岩波文庫に入っていますのでお読みになった方も多いと思います。山川菊枝は

山川均の奥さんですが、ご主人が警察に引っ張られている間にいろいろと生活上の問題が出て

きますので、柳田国男は奥さんに「本を書きませんか」と勧めたのがきっかけで世にでること

になりました。それが『武家の女性』です。それから福本和夫。福本和夫という人は社会主義

運動に詳しい方は全員ご存知の方でありまして、福本イズムの福本和夫です。彼は獄中非転向

の道を選び、警察に逮捕されたあと転向しないでずっと刑務所に入ったままでいました。その

刑務所時代に『日本ルネッサンス史論』という分厚い本を書きます。そのあとがきには、柳田

国男への謝辞が書かれています。柳田自身は福本のことは何も書いていないのですが、福本の

求めに応じて、柳田は種々の資料を提供していたようです。『日本ルネッサンス史論』は、日

本にもルネッサンス時代があったという結論で、山田盛太郎が『日本資本主義分析』という作

品で一世を風靡しておりましたが、それに対する批判の書です。『日本ルネッサンス史論』は

マルクス主義の立場にたつ本ですが、柳田は、獄中非転向の“罪人”のために、資料提供や論

文指導もしていたようです。

　少し話がそれましたが、柳田は農民の貧しさを解決するにはどのような方策をとればよいの

かという観点で日本の将来を考えてきた人です。その文脈で、「従順な農民ではいけない」と
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理解し、従順な農民にたいして批判的なまなざしを持っていました。

　以上 4つの予備知識を共有したうえで、本論の結論に入っていきます。

　まず経歴でありますが、彼は長生きした人ですので全部紹介すると時間がかかります。『遠

野物語』が世に出た1910年前後に絞ってお話をさせていただきます。

　彼は1875（明治 8）年に生まれます。福沢諭吉よりもほぼ一世代あとの人です。そして高度

成長を見て亡くなります。出身は兵庫県福崎町で、江戸時代の身分は「農」でした。福崎町は、

江戸時代は姫路藩に属していました。姫路藩はお城で有名ですが、政治面でも有名で、藩主の

酒井家は江戸時代の終わり頃には「老中」「大老」という要職を送り出す名門中の名門です。

このことは柳田の思想を理解するうえで、重要ではないかと思っています。姫路藩の出身とい

うことであれば、官僚としてはマイナスであったのではないでしょうか。藩閥政治の名残りが

まだ存在する時代だったからです。そういうこともあって、藩閥政治に対しては非常に強い反

感を持ちまっています。先ほど申し上げたような「普通選挙制でなくてはいけない」という主

張を持つようになったのも、こういうところに理由のひとつがあるかもしれないと考えていま

す。

　それから、生まれた家ですが、さきほど紹介しましたように、江戸時代の身分は「農」でし

た。ただ彼が生まれた時には、農業はやっておりません。お父さんの松岡操は漢学者で、農村

の知識人です。農村の知識人と言えば聞こえはよいですが、誤解されて聞かれると困るのです

が、要するに「食い詰めた人」だと思ってください。彼は没落農家ということになりますが、元々

江戸時代中期にここで本百姓として分家して独立した家です。そういう中で、市場経済が江戸

時代の中ごろから農村にも進んでいきます。土地を売ったり買ったりする過程で、松岡家は少

しずつ没落していく、言い方を変えれば農地を失っていきました。柳田が生まれた時には全く

農地はなかったということです。ですから身分は「農」ですけれども、彼自身は農民の子ども

ではありません。彼の自伝を見ても、“農業をやった”とか“農業の行事をやった”という記

録はまったくありません。見たという記録はあります。それはつまり、農村に住んでいるから

農民の行事は見ているのですが、農民ではないので自分自身が担い手になることはなかったの

です。

　お父さんは漢学者ですが国学にも関心を持っていた人とのことで、柳田が「道祖神」とか「妖

怪」などに心を惹かれたのはお父さんの影響と言ってよいかと思います。お母さんは「儒教道

徳に厳格」だったそうです。ご主人は勉強家ではあるのですが、生活能力に乏しい人で、その

分奥さんがしっかりしていると言えば、両親の人がらが何となく理解しやすくなるのではない

でしょうか。彼の学問は「アンチ儒教」です。ですから、お母さんとの関係は微妙だったので

はないかと考えています。お母さんが儒教道徳に厳しかったことへの反発も相当強くあったの

ではないかと思っています。
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　柳田の兄弟は、有名人が揃っています。すぐ上の兄である井上通泰は貴族院議員までやった

人で、森鴎外の親友です。鴎外の研究者は井上通泰については多く書いています。ところが柳

田については書いていないのです。柳田と井上が兄弟だということは、鴎外研究者のあいだで

は、あまり知られていないのでしょうか。森鴎外については私も調べているのですが、鴎外が

柳田について書いたものはまだ見つかっていません。お兄さんが親友ということもあって、柳

田は森鴎外の家に頻繁に出入りしておりました。学生時代の彼は、本郷界隈に住んでいました。

森鴎外の家はその北の方にあります。歩けば15分から20分、彼の脚であればもっと短時間で行

けるかもしれません。井上通泰は弟の才能を見込みまして、「彼の指導を頼む」と森鴎外に託

していました。鴎外はその依頼を引き受け、柳田が来たら快く会っていたとのことです。

　弟は松岡映丘、いまの東京芸術大学の先生です。お兄さんが「井上」で柳田が「柳田」だっ

たのですが、姓がそれぞれ違うのは養子に入るからです。この時代は、貧しい家庭の子弟が経

済的に余裕のある家に養子に入るのは、ひとつのコースになっています。しかし一番下の弟の

松岡映丘は松岡姓のままで画家になりました。現代でも子どもが画家になりたいと言いだした

ら、親は「えっ」と躊躇するのではないかと思いますが、一番下の弟は画家になっています。

このことから、松岡家は経済的にずいぶん裕福になっていることが推測できます。その理由で

すが、井上通泰も医者、一番上のお兄さんの松岡鼎という人も医者です。松岡鼎は松岡家の家

長で、弟たちを扶養する義務を負っていました。兄弟にお医者さんが二人いて、そのおかげだ

と思うのですが、柳田も貧しい家庭でありながら最高の教育を受けることができています。一

番下の弟にいたっては芸術の世界に入っています。二人のお兄さんが医者だったということは、

柳田国男という人が生まれる上では非常に重要な前提条件になっております。

　高校は一高です。ここで柳田は、イギリス法を学んでいます。なぜイギリス法なのでしょう

か。これは条約改正問題と関係あると私は見当をつけています。私どもは、江戸時代の終わり

に不平等条約を結んだことは知っておりますが、その不平等条約が平等条約になったのは、日

露戦争のあとのことです。つまり明治の終わりです。ですから明治時代の日本は、不平等条約

の下で外国貿易をやっていたのです。その不平等な条約を平等条約に変えたいというのが、明

治時代の日本の外交政策の最重要の課題でした。当時の経済大国は圧倒的にイギリスですから、

柳田も“イギリス法を勉強して外交官になりたい”という夢を持っていました。イギリス法は

慣習法に重きをおきますから、後年の柳田が慣習を尊重するようになるのは、彼が高校時代か

らイギリス法に接していたとことと無関係ではないと思います。

　大学は東京帝国大学法科大学で、そこで国家学を勉強します。さきほどご紹介しましたよう

に、東京帝国大学、とくに法科大学は国家学を教育研究する一大拠点となっていました。ここ

で柳田は、日本という国を運営するに必要な理念や政策を勉強します。前述しましたとおり、

松崎先生の指導を受けて経済学とくに協同組合を勉強します。卒業論文は協同組合の研究だっ
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たとのことですが、卒論の現物は目にできていません。後の論文から推測しますと、“日本は

江戸時代から協同組合があったのだ、農民はそれを自発的に作っていたのだ”という見解の研

究だったと考えられます。国が法律を作って協同組合を作らせるのではなく、江戸時代は農民

が自発的に協同組合を設立していたのだという見解の卒業論文だったと思われます。このよう

な見解は、一高で慣習法に親しんでいたことも寄与していたのではないでしょうか。

　つぎは職歴です。農商務省に就職し、農政課で産業組合を担当します。産業組合と協同組合

の関係ですが、戦前は産業組合、戦後は協同組合と呼ばれていた違いはありますが、中身は同

じだと考えてください。彼は中央官庁で協同組合を担当した日本で最初のキャリア官僚です。

1年半ほどで彼は法制局に異動します。農商務省から法制局に異動したのは、上司の酒匂常明

農政課長と非常に仲が悪かったからです。彼は強い上司と喧嘩する性格の人だったようです。

彼自身も非常に押しの強い人だったようで、「両雄並び立たず」という言葉がありますが、同

じように押しの強い上司がいると喧嘩をしてしまうのです。貴族院の書記官長だったときの上

司は貴族院議長の徳川家達です。押しが強いことで有名な人でした。柳田は、こういう人とは

うまくいかないのです。

　その点、法制局は彼にとって一番居心地のよい所だったようです。法制局はあまりテレビや

新聞に出てくる役所ではありませんが、内閣が国会に提出する法案の事前審査、最終チェック

をする役所です。法律の原案はそれぞれの省庁が作ります。それが関係者のあいだで調整され

ながら修正され、閣議・国会に提出されるのですが、閣議に提出される前に法制局の了解を得

ておかなければなりません。省庁の官僚から見れば、“法制局を説得できなければ国会に出せ

ない”ということになります。ですから、柳田国男という人は、法律の専門家としての仕事が

本職でした。法制局では筆頭参事官にまですすんでいます。『遠野物語』を書いたのは法制局

時代で、法律の専門家として仕事をしていた時です。『遠野物語』は彼が全力投球して書いた

作品ですが、全力投球したからには自分の本職と無関係ではなく、「仕事の必要があって書いた」

と考えた方がよろしいのではないでしょうか。そのあと貴族院の書記官長となり、退職します。

　柳田国男は、官僚としての期間は実はあまり長くありません。彼は20歳代半ばで就職して40

代歳半ばに退職します。ですから、20年程度しか官僚ではなかったのです。わずか20年程度で

次官クラスまで出世したのは、運に恵まれていたこともあるでしょうが、官僚としての才能が

抜きんでていたからとも考えられます。

　では、「⑤柳田国男の課題（Ⅰ）農民はなぜ貧しいのか」というテーマに進みます。“農民は

なぜ貧しいのか。どのような方策をとれば貧困を解決できるのか。”これは国家学のひとつの

大きな課題でした。当時は、日清戦争、日露戦争の頃でした。日本も、日清戦争、日露戦争の

時期に経済格差が非常に拡大しました。格差の下の人、つまり小作農ですが、柳田は、“この

人たちはなぜ貧しいのか。どうすれば裕福にできるのか”という問題を真剣に考えました。こ
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れが彼の一生の課題になります。

　彼は格差の原因をこのように分析していました。まず、発展段階論という理論を用います。

発展段階論は当時の経済学ではもっとも基本的な理論でした。発展段階論というとマルクスの

発展段階論が有名ですが、柳田の時代はまだマルクスは入ってきておりませんので、マルクス

以前の発展段階論だと思ってください。彼の時代の発展段階論は単純で、「自然経済から貨幣

経済へ」という発展段階論です。“日本は明治以降貨幣経済化したが、農村は自然経済が濃厚だ。

だから農民は貧しいのだ。だから農業の貨幣経済化をさらに推進しなければならない”という

のが彼の解決策です。なぜ農業は自然経済的なのかというと、“個々の農家は生産量が少ない。

したがって販売量が少ない。だから農民は販売目的の農業をやりたくてもできないのだ”と考

えました。貨幣経済の時代の農業は農産物の販売を目的とした農業経営でなければならないの

ですが、それができない。なぜできないかと言うと農地が狭いからです。農地が狭いから生産

量が少ない。よって販売量が少ない。よっていつまでも自然経済のままだ、という分析です。

　ではどうすれば農業を貨幣経済化し、農民の経済水準を高くできるのでしょうか。この部分

が彼の政策論となります。彼は「中農」という言葉を使っていますが、“日本の農民は「小農」、

小規模な農民である。それに対して「中農」を育てていかなければいけない”というのが彼の

政策論です。農地面積を増やして販売目的の農業に切り替えていこうという考え方です。「中農」

は、企業としての農業を指します。そのためにはどうすればよいかというと、“農家戸数を減

らさなければいけない、日本の農家は数が多すぎる”というのが彼の意見でした。だから弱体

な農家は農業をやめるべきだというのが彼の主張で、“離村してもいいが、それより農村で工

場を作って農村に留まっていたほうがいい”と考えました。

　ではどうすれば農地面積を拡大できるのでしょうか。農地面積を拡大するには、農民が農地

を買い集めていけばいいのです。農地を買うにはお金が要ります。そのお金はどうやって工面

するのか。補助金はいけない。先ほども言いましたように、“補助金は金で釣る政策だ”と批

判していました。彼の提案はこうです。農民は、産業組合の一つである信用組合を作り、信用

組合に貯金をしていってそこで蓄えたお金で農地を買い集めていけばよろしい。

　まず庭先販売をやめる。庭先販売ということばは今は死語だと思いますので簡単に説明しま

す。昔の農家にはトラックなどありません。農産物の販売は、農民が市場へ売りに行くのでは

なく、商人が農家に出向いて買うのです。農家は、自分の庭先で農産物を販売するので庭先販

売といいます。庭先販売では、農家の価格交渉力は非常に弱くなります。その商人に売らなけ

れば、他に買ってくれる商人はいないからです。そうすると、買いに来た商人の言い値で売る

しかありません。とうぜん買い叩かれます。買い叩かれるのをやめなければ、農民に利益は残

らない。

　それはどうすればいいのでしょうか。柳田の提案は、協同組合を作って、今の農協と同じで
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すが、共同販売すればよいというものでした。農家が肥料などを買う時も同様です。農家は肥

料や農具を買ったりしなければいけないのですけれども、自動車がありませんから、売りに来

た商人から買うしかないのです。価格はその商人の言い値となります。価格競争がないので、

農民は高い価格で肥料や農具を買うはめになってしまうのです。つまり競争価格よりも安い価

格で販売し、高い価格で購入するというのが農民の置かれている立場です。これを改善するた

めには、農民が協同組合を作って共同販売したり共同購入したりすれば、取引上の不利は改善

されると柳田は考えました。農民には蓄えができるし、蓄えができれば農地を買い集めること

もできるだろうという提案です。

　「しかし」です。ここには大きな問題がありました。彼は官僚として産業組合の許認可を担

当しています。産業組合を作りたいという申請が民間からあれば、申請書類を審査し、必要が

あれば関係者をヒアリングし、その上で産業組合法にもとづく産業組合として認めるかどうか

を判断します。そういう許認可の仕事をやっていましたので、産業組合の組合員となる人たち

がどのような地位の人たちであるかという情報はもっていました。それを見て、彼は“ちょっ

とどうか”と思ったのです。

　当時の産業組合は、村の上層農民で作られる傾向がありました。産業組合の組合員となるの

は裕福な農民で、小作農などの貧しい農民は産業組合から排除するのが一般的だったようです。

“それはヘンだ”と彼は考えました。協同組合は貧しい農民のために必要な組織です。裕福な

農民が協同組合を作ってもあまり意味がないのではないか。ではなぜ上層農民が作るのか、そ

れは政府が作れと指示するからです。“はい、はい”と言ってお上に逆らわないようにしてお

けば、悪いことは起きないからです。政府が協同組合を作るように指示したことから、村の指

導的な人たちが集まって作っていきました。

　そのような組合は、“協同組合の精神からだいぶん外れているのではないか”と柳田は考え

ました。彼は「法の精神」にうるさいタイプの専門家でした。形式論的な法解釈ではなく、「法

の精神はどこにあるか」を基準にして判断するのです。産業組合は、産業組合法という法律に

基づいて設立されます。その法律に即していれば、農商務省としては、申請された産業組合は

許認可しなければなりません。しかし先ほどご紹介したような申請ばかりでしたので、柳田は

首をかしげました。彼は、“小作農民を組合員としない産業組合は、産業組合法の精神から逸

脱している。こういう産業組合ばかりでは農民はいつまでたっても経済的に向上できない”と、

非常に強い口調で批判しています。

　そして、私の私見ではありますが、この点が彼の生涯の課題になっていきます。産業組合法

の精神、つまり自助と協同の精神です。心をひとつにしてお互いが助け合う精神です。柳田に

よれば、日本の歴史の中を振り返ってみると、前代の日本人は自助と協同の精神を持っていた

のでした。
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　先ほどご紹介しましたけれども、江戸時代の農村では年貢は村単位で賦課され村単位で納入

するという決まりになっていました。個々の農民は、各自の責務を果たすために、お互い助け

合って生きていかなければなりませんでした。こうした環境のなかで、自助と協同の精神がは

ぐくまれていきます。それを柳田は、「郷党の結合心」と呼んでいました。彼によれば、この

精神は、ここ数百年のあいだに養成されてきたものでした。数百年というときの「数」を 2～

3と解釈すれば、1900年から数えて200年前だと1700年、300年前だと1600年になります。です

から江戸時代です。彼は、“「郷党の結合心」は数百年のあいだに養成されてきたけれども、近

年廃弛している。これを恢復しなければいけない”と書いています。

　では、その「郷党の結合心」はどこに求めるべきなのでしょうか。彼はそれを『遠野物語』

の世界に求めました。彼の歴史観は“僻遠の地には「前代」日本が残る”というものです。こ

の歴史観は彼の独創でも何でもなく、当時はこういう歴史観はふつうでした。今でも常識的に

“田舎へ行けば昔のものがあるね”と、嘘か誠かわかりませんけれども、何となくそんな気持

ちになるのではないでしょうか。当時は学問の世界でも“田舎へ行けば昔の日本が残っている”

という歴史理論がありました。柳田もその歴史理論をもつ一人でした。

　少し脱線しますが、彼の言う「前代」は文字どおり前の時代で、江戸時代を指します。です

ので、平安時代などは研究の対象外です。『遠野物語』の「遠野」も、江戸時代に作られた地

域です。柳田の言う「固有」な日本は、江戸時代の小農制村落のもとでの日本です。少し専門

的になりますが、現代の農村は小農制の村落ですが、これがいつ頃から形成されはじめたのか

といいますと、秀吉あたりから徐々に形成され、江戸時代には小農制村落が日本社会で多数を

占めていました。個々の農家は夫婦家族が主な担い手で、家庭によっては祖父母も同居する家

族構成になっています。

　農民はどのような倫理規範のもとで生きていたのでしょうか。儒教倫理は武士の倫理ですか

ら一般の農民は関係ありません。儒教倫理が農村に普及してくるのは江戸時代の後半で、農民

の識字率が高くなって文字に親しむようになってからのことです。柳田の生家である松岡家は

その一例です。

　仏教倫理はどのくらい農村に入っていたでしょうか。小農制村落にはどこの村でも寺院があ

ります。武士は農村に住みませんでしたから、寺請制といって、農民の管理はお寺に担当させ

ていました。住民管理の一例が過去帳で、どこのお寺でもしっかり作成していました。住民管

理の基礎資料なのです。そのことと無関係ではないのですが、お寺は「葬式仏教」と悪口を言

われるような状態になっていたようです。仏教は、村人の死の局面には深くかかわりましたが、

それ以外の局面たとえば農業生産などの局面についてはあまり影響力を持っていなかったので

はないでしょうか。仏教倫理が江戸時代の日本人にどのくらいの影響力をもっていたかは、時

代や地域によって大きく異なっていたと考えられています。
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　さきほどご紹介しましたように、僻遠の地には昔の日本がのこっているという歴史観を柳田

はもっていますが、彼のいう「昔」は仏教倫理が及んでいない時代でもあります。儒教倫理や

仏教倫理は外国から入ってきた倫理です。柳田は「固有」という言葉をよく使いましたが、そ

れは儒教倫理や仏教倫理がないという意味で「固有」でした。

　日本人固有の考え方、それは柳田にとっては江戸時代の農民の考え方でした。“それをもう

一度再評価していく必要があるのではないか”というのが彼の根本的な主張となります。彼が

一番気にした部分は、“明治以降の日本人はみんなお互い自分の利益ばかり考えて他人のこと

は全然考えない、そんなことで助け合いができるのか？”という問題でした。本当の意味の助

け合い、つまり「協同」の「協」ですが、心を一つにして助け合うことが日本の協同組合には

絶対に必要なのだ、何とかしてそれをもう一度確立しなければいけない、この問題が日本社会

にとってもっとも根幹的な問題だと彼は考えました。

　とはいえ、心を一つにして助け合う心を私たちは完全に捨て去ったわけではありません。だ

からこそ、もう一度確立できるはずなのです。こう柳田は考えています。なぜかといいますと、

現代の私たちでも心のどこかに協同の精神を持っていて、普段は自分の利益ばかり主張するの

ですが、何か事があったときにはその気持ちはDNAの中に入っているので、危機的な地震が

あったときなどには、みんな自分の損得を忘れて互いに助け合う気持ちになるのです。しかし

危機的な状況が一段落ついてしまうと、ふたたび自分の利益を優先させる社会に戻ってしまっ

ています。

　話の整理をします。柳田国男は、若い時から協同組合の勉強をしてきました。日本の協同組

合に不足しているものは何か、どうすればそれを補うことができるのかという問題を生涯考え

続けた人でした。この点が、今日の報告で申し上げたいことであります。協同組合に不足して

いるもの、それは当事者である弱者が、お互いに心を一つにして助け合う精神でした。

　予定より少し長くなってしまいしたが、私の報告は以上ということにさせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。

司会：藤井先生、ありがとうございました。大変わかりやすい論理で、柳田国男がどういう思

いを持って生きてきたのか、どういう論理で『遠野物語』を書くに至ったのかということが大

変よくわかりましたし、これから私達が柳田国男の著作や考えに触れていく時に重要な補助線

になるだろうと思います。彼の生い立ちからのことを伺えたと思います。

　それでは休憩に入る前に、村井さんからお話を伺います。柳田国男も本当の意味での助け合

いが可能な社会をどのように実現するかを考えてきた方だというお話でしたが、村井さんも災

害救援、災害ボランティアを通して、村井さんは「もうひとつの社会」という言葉を使われて

いますが、よりよい人が支えあっていく社会をどのように実現できるかを考えてこられたので

はないかと思いますので、村井さんから20分ほどお話を伺えればと思います。よろしくお願い
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します。

村井氏：「被災地NGO恊働センター」の村井といいます。よろしくお願いします。コメント

というようなことは僕には全然できないし、こういう場でこんな形でお話するということは初

めての経験なのです。藤井先生が協同自助から始まる協同組合を、柳田国男を掘り下げる中で

研究されているということに対して、私ごときが何らかのコメントをするなどということは、

とてもじゃないけどできません。それを前もって言っておきます。しかし助け舟と言いましょ

うか、最後に「私たち人間には助け合いのDNAみたいなものがあるのではないか」と言われ

ました。私の関心事としては、宮本さんも説明していただきましたが、「災害時に人々は助け

合う」という、何というのでしょうか、本来人間が持っている思いやりのようなことはいつの

時代もあったのではないかという気がしています。柳田国男は農村における貧窮している農民

を救うために協同組合を進められたと解釈しますが、そういう意味では災害後に暮らしの再建

に困っていく被災民をボランティアとしてサポートするというところで、共通する部分がある

のかと感じています。先生のお話を聴いていて、改めて柳田国男の思想、哲学、人間としての

生き方そのものをきちんと享受しておられるような気がします。もちろん、お互いに支え合う

とか助け合うということは、そもそもそうでしょうけれども、そこのところが根底にしっかり

とあると思っています。今日の副題に「人と人との繋がり、人と人との結びつき」と書いてお

られますけれども、まさに人間結合の有りようと言いましょうか、そういうものを感じました。

それは「アソシエーション」と言われていて協力とか協働ということです。こんなふうにずっ

と言われてきている一方での研究があるはずなのです。阪神淡路大震災から20年を前にして、

あの時にボランティア元年としてスタートしたのですが、「何をもってボランティア元年」と

言ったのだろうという疑問が改めて自分の中で湧き上がってきました。それをずっと考えてい

るうちに、「人間結合の組織」「アソシエーションの仕組み」、この装置が非常に重要なキーワ

ードのはずなのに、この20年間「NPO」や「NGO」あるいは「ボランティア」という言葉は

使われていますが、「アソシエーション」という言葉が実は災害後の支援の領域の中ではほと

んど出てこないのです。もちろん研究されている先生方のおひとりには立教大学の藤井敦史先

生という先生がおられますが、私が知っている範囲ではあまり私は目にしません。これからの

災害後の助け合い、暮らしの再建、あるいは社会のシステムの再構築を考える時に、最大のキ

ーワードは「アソシエーション」ではないのかと思っています。

　そもそも20年前から、阪神淡路大震災を機に私たちは災害後の被災者の暮らし再建という支

援活動を続けてきたわけですけれども、その時に人間一人では生きていけないということを痛

切に感じてやはり支え合いは必要なのだということは体感したわけです。最後に先生がおっし

ゃいましたけれど、いわゆる「災害ユートピア」という言葉で表現する場合もあるようですが、

災害が起きた時には明らかにそういうふうに人間は助け合うことができるのは間違いないと確
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信できます。

　しかし課題は、平時において日常において助け合いをいかに築き上げるかということだと思

うわけです。それはすでに実証されてきた協同自助という思想による協同組合という仕組みが

必要なのだということを改めて柳田の協同組合論の中から学ぶことができると思っています。

実は、私たちは20年前に「市民とNGOの国際『防災』フォーラム」というフォーラムを被災

地の被災者、学者、行政、ジャーナリスト、宗教者、そして私たちNGOという実に多彩なセ

クターの人たちが入りながら作りましたが、その核にいたのが「生活協同組合のコープこうべ」

です。市民とNGOとあえてつけたのは、実はコープこうべというのは兵庫県民の半分の世帯

を組織しています。本来協同組合というのはメンバーシップ、組合員に対するサービス提供で

あるわけですが、県民の半分以上の世帯を組織しているということは「広く社会の公益のため

に活動しなければいけないのだ」と20年前に理事長をしておられた方がおっしゃっていました。

「なるほど」と思ったのですが、そういう人たちと共に私たちは歩んできたのです。しかし20

年を振り返るとまさに「協同自助、自助とか自立という部分」と「支え合いという部分」がし

っかり相入れて立ち上がっていくということがなかなかできていない、できなかったという結

論を出さざるを得ないのがこの20年なのです。今の社会を見ていただいても、いろいろな目を

覆うような事柄が多いし、理解ができないような事件があまりにも多すぎます。平時において

協同組合という形で家庭の中に暮らしの中に入った支え合いが浸透していけば恐らくこういう

事態にはならないはずなのに、なぜこんなふうになるのかというのが、今後20年以降の私たち

の課題だと思っています。

　先ほど「新しい社会のシステムを創造していくことを20年前に誓った」と言いましたが、そ

ういうことを考えていくきっかけとして「災害」というのは分かり易い部分があるわけです。

つまり、災害が起きるまではいろいろな繋がりがそれなりにあったものが、その繋がりが一旦

災害によってずたずたに切れてしまうのです。その繋がりをもう一度つなぎ直さなければいけ

ないというのが、災害後の暮らしのひとつの大きな課題なのです。例えば今年も水害が多かっ

たわけですが、広島で水害が起きて、いわゆる土砂災害で、これは行政的な問題があります。

1999年すでに同じ地域で土砂災害があったにも関わらずそれが検証されていないことが明らか

になっていますので行政的な課題があるのですが、改めてそこに住もうとした時に、そこに住

みだした被災者たちが、もう一度、どのように再建すればよいのかということを一から考えな

ければいけないのです。その時に、今回広島では「本当に一から考え直そう、今までの防災で

学んできた地域で学んできた助け合いはこれでよかったのか」ということを問い直そうとして

いる地域があります。それはまさに災害に遭って、本来の人間として繋がっていくということ

は何なのかを改めて問いかけていることだと思います。

　ご存知のように、今、自治会が、高齢化も伴ってなかなか成立しないため、自治会解散とい
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うことがどんどん出てきています。東日本の被災地でもそうです。そうすると、今までのよう

な住民だけではできないというコミュニティが必要になってくると思います。けれども、やは

り住民が中心になってそこに周りのアクターがくっついていくという形を作らざるを得ないわ

けです。まさにそこに住んで生き続けようとする人たちが、どのような思いでどういう希望を

持ったり、どういう望みを持って生きようとしていくのかということを丁寧に把握していかな

ければいけないはずなのです。私たちは「足湯ボランティア」という、バケツにお湯を入れて

そこに足を入れていただくという活動をしています。被災者の方々が、体が温まってくるとい

ろいろなことを語り出すわけです。信じられないようなこともどんどん言うわけです。「津波

の直後に自分の足を引っ張って助けてくれと言っていたけど自分が生きなければいけないから

足で蹴飛ばして生き残った。しかしそのことがずっと頭にあってほとんど寝られないような状

態を繰り返す」とか、そんなことを語るわけです。そんなことを語っても、聞いているボラン

ティアは聞いたところでどうしようもないというのがあります。どうしようもないからそれは

それで聞き逃すのでしょうけれども、考えてみたら柳田国男の『遠野物語』を読んでいて本当

にこんな社会があったのかというようなことがつらつら出てきます。でも「これは事実だった

のだ」とか、当時の「岩手日報」に書いていたとかあるのですが、もちろん事実のことが多い

のです。全部事実なのかもしれません。そこと農民が貧窮の状況から脱していくためにどのよ

うにしていかなければならないのかというのとは、やはり繋がっているのだろうと思うのです。

私たちも災害ボランティアとして被災者の語ることのすべてにきちんと向き合っていくことで、

何が必要なのかということがたぶん見えてくるのかなと思うのです。なので、「つぶやきと向

き合う」と言っていますが、何回も何回も読むことによって、不思議とたかだか 5行ぐらいの

つぶやきであっても、つぶやきというのは被災者の生の声ですから、つぶやきと向き合ってい

るとわずか 5行でも何回読んでも気がつかなかったことがある時に気がつくというものも出て

きたりします。そういう意味では、被災者が、当事者が何を考えているのかを核に置かなけれ

ばいけない被災者支援、被災地支援ということを考えた時に、被災者の言葉と向き合うことは

非常に大事なことだと、改めて『遠野物語』を読み柳田国男の話を読ませていただいて感じま

した。

　もうひとつ、共同自助、支え合いを考えるときに、先生は「柳田国男は江戸時代の協同組合

の現状から見て協同組合が必要なのだ。それ以前のことは考慮していなかった」とおっしゃっ

ています。推測にしか過ぎないけれども、例えば縄文時代が 1万年も続いていたのはなぜ続い

たのだろう。天変地異も多くあり厳しい社会の中でお互いが助け合って生きてきたのだろうと

思うのです。まさにそれが支え合いのDNAがあるということに繋がると思うのですが、何か

もう少し、 1万年前であっても私たちにとって身近なものが引き継がれているような気がする

わけです。すべて推測にしか過ぎないのですが。
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　例えばインドネシアで漁業をやっているスラウェシ島というのがありますが、そこの島の漁

民の漁法と沖縄の人のやる漁法が非常によく似ていると書いておられる人もあります。今は海

によって繋がっているけれども、昔はもっと陸続きの所もあったのだろうと思います。全部が

陸続きではないけれど。そう考えますと、その時代からの支え合いがしっかりと続いていたの

だろうと思います。

　東日本大震災で、岩手県の重茂（おもえ）という漁港が宮古と山田の間にあります。重茂の

漁業協同組合では、この津波で800ほどあった船がほとんど流されて16隻しか残らなかったの

です。しかし協同組合の事務所は高台にあったから、再建本部がすぐに立ち上がっていろいろ

な指示が出せたということもあるのですけれども、「残った16隻をみんなで共有しましょう、

みんなで使い合いましょう」ということを組合長が提案するわけです。そして、収穫物もみん

なで分け合う。正確には船持ちの方が普段ならば少しだけ多いのですが、災害後だからそうし

ましょうということになったのでしょう。東日本大震災で沿岸部が500キロとか600キロという

長さに渡って被害を受けましたが、その中の漁業協同組合の中でも重茂の漁業協同組合の再建

が一番早かったと言われています。昔から漁師さんというのは船を使って生業をしているわけ

ですから、その船を共同で使うということは命がかかっていますから助け合いをしない以上は

漁業ができないのです。自分の好きなだけ何かをやるというのが不可能になります。ひとつの

船に乗って海に出ていきますから、命と隣り合わせの中で助け合うのは当たり前のように漁業

をやってこられたのではないかと思います。そうすると、そういった慣習がずっと受け継がれ

て今に至るということなのだろうと思います。最近の漁業は、最近は少し復活したかもしれま

せんが、日本の場合は乱獲で漁師さん自身が漁業をだめにしているという話もよく出ますけれ

ども、重茂の場合は昔からそういうことはしなかったと伝わっています。ある意味で今日のお

話である共同自助の協同組合と結びつけると、重茂漁協を震災前から災害前から繋がって支え

てきたのが生活クラブ生協組合、やはり協同組合なのです。そうすると、もちろんその思想は

江戸時代からもっと明治時代という近年の話なのでしょうが、協同組合の考え方というものは

きちんと残っていると思っています。

　私たちは災害ボランティアと言われますが、それなりに支え合いをしっかり作るという気概

を持ってこれまでもやってきたつもりです。なかなか成果が出てこないのですが、改めて21年

目というのはもう一度そこに課題を置いて取り組んでいきたいと思っています。

　質問も先にしていいですか。先生にいくつかの質問がありますが、この後の経緯があります

からその中で示唆していただければと思います。⑧のところに「恢復」することが必要とあっ

て「恢復」の字がりっしんべんの灰になっていますが、実は防災、減災をやっている私たちの

領域の中で回復という言葉はよく言われるのですが、こちらの「恢復」を使われる場合はあま

りなくて敢えて括弧の「回復」を使い、りっしんべんの灰をあまり使う人はいません。だけど
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本当の意味での「恢復」はこういうことだろうと私は思っています。ここで敢えてこの字を使

っているのはどうしてかをお聞きしたいのです。もうひとつは、農業に絶対に不可欠な太陽や

水という原始宗教のようなものは柳田国男の中でどのように関連していたのかを知りたいと思

いました。

司会者：ありがとうございました。それでは質問に対する答えや草郷先生のコメントは休憩後

に設けたいと思いますので、前の時計で 5時 5分、約10分後に再開したいと思います。ひとま

ずここで休憩を挟みたいと思います。

司会者：それでは 5 時 5 分になりましたので、残り 5 時半まで15分ぐらいありますけれども、

いろいろなディスカッションを続けたいと思います。草郷先生からのコメントに入る前に先ほ

ど村井さんからありましたコメントですとか 2点の質問について藤井先生からお答えがありま

したら先にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。

藤井氏：先ほど村井さんから 2つの点について質問をいただきました。まず 1つは私のレジュ

メの 5 ページ⑧です。「恢復」という漢字ですが、りっしんべんに灰という字を使って、学校

で習うことのない漢字です。私はこれでは何のことかわからないからと思って右側に現在使わ

れている「回復」という漢字を説明替わりに添えたわけです。私自身は何の考えもなくこう書

いたのですが、先ほど村井さんとお話すると、質問の元々の動機がりっしんべんの恢復の恢は

深い意味があるということのようでして、では村井さんに説明をお願いしますということで、

実は投げ返すということで話がまとまりましたので、質問された方に説明していただきたいと

思います。すみません。

村井氏：大変恐縮です。私も災害後に被災者が恢復していくのに、このりっしんべんを使って

いるものですから。でも実際にはそれを使っている人は少ないので。実はこれは大江健三郎さ

んが使ったのです。大江健三郎さんはご存知のように息子さんが障害を持っておられて、それ

なりに家庭の中でいろいろな問題があるわけです。そういったある種の苦しみや辛いこと、わ

ずらわしさとかを背負いながら人々は生きているし辛いことがあってもそこから再建する、痛

みを伴いながら再建するのがりっしんべんの恢の恢復であるという説明を聞きまして、まさに

災害後の被災者が再建するのはこちらの方だと思っていた次第です。

藤井氏：柳田国男という人は先ほどご紹介しましたようにお父さんが漢学者です。ですから漢

字がどういう意味なのかということについては大変詳しいはずであります。そういうことを彼

は書かないですが。非常に厳密な意味で漢字を使っていると考えた方がよい人だと思いますの

で、先ほど村井さんがご紹介してくださいましたように「恢復」の「恢」がそういう意味であ

るのなら柳田もそういう意味でこの難しい恢復という漢字を使っている可能性は高いと思いま

す。私は何気なく単なる親切で「回る復」のほうを書いたのですが、今日村井さんからご指摘
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をいただいて大変勉強をさせていただきました。どうもありがとうございました。

　それからもう一つ頂いたご質問なのですけれども、「原始宗教を柳田はどう考えているのか」

ということですが、原始宗教という言葉は柳田の著作には出てこない言葉です。彼は「固有信

仰」という言い方をします。固有というのは日本固有という意味なのですが、日本固有のもの

が存在するのかという原則的な議論があって、日本固有のものがあるのかないのかよくわから

ない。例えば中国からの留学生を案内して日本の神社へ行くと“どうしてこれが日本の宗教な

のですか。だって龍が祀ってあるじゃないですか”と質問してきます。龍は中国の人にとって

はアイデンティティですから、“龍が祀ってあるのだったら、中国の宗教とどう違うのですか”

という疑問がわいてくるのです。私どもが何気なく当然のように考えている龍でも、実は外国

から入ってきたものであるわけです。固有というものが実際に存在するのかどうかということ

については、実はクエスチョンの部分がかなりあると思うのですけれども、それはそれとして

置いておいて、柳田が「固有」として使っているものはどういうものかと言うと、彼は学生時

代から国家学の勉強をしてきています。国家学は「日本という国家」「ドイツという国家」と

いう切り方をしますので、国単位でそれぞれ固有のものがある。彼は歴史学と重なる研究にな

りますが、固有は歴史の中で作られるもの、つまり個性というものは歴史で作られるものです

から、日本の個性を明らかにするためには歴史を研究していかなければいけないと考えます。

それぞれ日本には日本の個性がある、ドイツにはドイツの個性がある。これを非常に強調する

考え方です。そういう中で彼は遡ったところで応仁の乱までのことしかやっていません。彼自

身もそう書いています。「自分の研究でわかるのは応仁の乱以降である、それ以前のことはわ

からない」と彼も書いていますけれども、それは村落の構造と関係あると私は見ています。だ

から「原始宗教」という捉え方はしない。つまり、柳田が解明できるのは遡っても江戸時代ま

でだし、江戸時代は彼にとっては原始社会ではないのです。例えば『妹の力』という本があり

ますが、妹の力というのは女性の力が日本の中でどのようにあったのかということで、女性は

主導者であるという位置づけです。そういう位置づけの中で卑弥呼は扱われているかというと、

多分扱われていなかったと思います。つまり、卑弥呼の時代の話は彼の研究対象外であるとい

うことだと思います。彼自身は江戸時代、あるいはせいぜい遡って応仁の乱までぐらいの時代

を扱っていますから、彼が扱っているのは原始宗教ではないという位置づけだと思っています。

司会：村井さん、よろしいですか。それでは草郷先生からコメントをいただけたらと思います。

草郷氏：私の方からコメントさせていただきます。今日の藤井先生のお話は「柳田国男と協同

組合」ということですが、柳田国男という名前で私が最初にピンと来たのは私が研究でもいろ

いろと学ばせてもらっている「内発的発展論」の鶴見和子です。鶴見和子自身も言っているの

ですが、「柳田国男は自分の師の一人である」と言い切っています。彼女の論点からすると、「柳

田国男は日本の中で内発的な発展が重要であると最初に言った人である」というふうに言って
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おられます。

　今日のお話を伺っていて、「協同組合とは何ぞや」というお話。「自分の役人としての仕事の

中でとらえる協同組合の意味づけであるとか、それがどのような形で展開していくことが制度

設計の上から望ましいと考えたのか」、柳田なりのアクティブな側面を伺えたので非常に面白

かったです。

　特に私が藤井先生に頂いたレジュメの中で大変面白いと思ったのは 5 ページの⑦です。「協

同組合は質が重要」と書かれていまして、「現実の産業組合は上層農民で産業組合を作ってい

て下層農民は排除されている」。この 2 行を見た瞬間私が以前働いていた途上国への支援、途

上国で行われている上からの制度設計をしっかりするのだけれども、例えばNGOが大事である、

草の根の運動が大事であるとしてNGOを作るのですが、作っている人たちはエリートの仲間

なのです。その人たちが「どうやったら社会改善されるのか」を声高に叫んでいる。このメン

バーシップの中には当事者はなかなかいない。そっくりなのです。それと同時に、途上国の現

場でも内発的発展が大事だということが叫ばれるようになってきている。私が何を言いたいの

かというと、柳田が『遠野物語』を書いた時代の日本は途上国の状況です。途上国の状況にあ

った一人の役人の柳田がどのような思いを持って『遠野物語』や協同組合と向き合ったのかと

いうところと、私は、今、場所は違いますが途上国において少しそれに近い経験をさせてもら

ったのかと思いながら聞いていました。ですから質が重要というところが非常に面白いと目を

引かれましたし、実際そこからいろいろ考えたいと思ったわけです。

　私の今日のメッセージの一つは、この研究班の主題でもあるのですが「市民自治力とアクシ

ョン・リサーチ」で私たちが掘り下げていきたいテーマは、「主体者の話」です。物事を進め

ていく時の主体者は誰なのかという点と、今日の藤井先生のお話でさらに深まりつつあるとい

うのは「主体性の質は何なのか」ということだと思います。結局、主体者が誰なのかという議

論をしてもその主体者が誰なのかというところで、例えば農民が協同組合を作ろうとしても、

それがどう発展していくかはその質にかかっているということに、多分柳田は関心を持ってい

たのだろうというふうにも理解できましたし、まさにそここそこの研究班で掘り下げていかな

ければいけないテーマであることを確認させていただきました。非常にありがたかったと思っ

ています。

　私の方から、それを出発点にして 2つほど藤井先生に質問があります。一つ目は内発的な発

展あるいは主体性の質を問いかける、それが大事だからこそ地域の固有性にも関わりを持ちた

い。「固有」という言葉を柳田が使っている。その時に、柳田は「江戸時代の農村における協

同相助が不可欠だ」と言われているということですが、僕が少しだけ疑問だと思えたのは、年

貢村請制が必要とされる中で形成された江戸の協同相助、これは果たして柳田が生きていた明

治、それから大正にかけての日本の近代化の中において柳田が一つ目指そうとしていたのでは
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ないかと思われる、いわゆる「市民の個」とそれをベースにした「アソシエーション」という

ものに本当に繋がり得るのだろうかということです。言い換えると、確かに農民同士の助け合

いはあったのだろうと思いますが、それはある種与えられた籠の中での繋がりではないのか。

近代化を遂げるといった時にはあるいは協同組合を作るといった時には、籠そのものを作り上

げる、自分たちで創造する。そういうアソシエーションだったのではないかと私には思えるの

で、その辺の藤井先生のご意見を伺いたいと思っています。つまり、「力関係が水平的であるか」

ということですね。農民たちの上に立つ構造が地域の中になるはずで、それを乗り越えた形で

協同組合ができるかどうかというところに近代はかかっているのではないかということです。

　二つ目は『遠野物語』が作られて、柳田自身はこれを誰に読んで欲しかったのか、というこ

とを是非藤井先生にお聞きしたかったのです。『遠野物語』を作ることによって協同組合の質

が変わるとしたら『遠野物語』を誰に読んで欲しかったのか。おそらくこれから協同組合を作

っていこうとしている農民だったかもしれないし、あるいは周辺部で産業組合を何とかみんな

で発展させていこうとしている人たちに気づいて欲しいと思ったのかもしれないと思うのです。

彼自身は誰が読者であって欲しかったのかをお伺いしたいと思いました。その二点をよろしく

お願いいたします。

藤井氏：ありがとうございました。二点ご質問を頂きましたけれども、答えやすい方からお答

えいたしますと、まず後の方ですね。柳田は誰に読んで欲しかったのかということです。彼は

“農民が貧しい”という問題が一番の関心ですから、農民に読んでもらいたいと思っていたと

思うのですが、ただ農民自身はお金もありませんし時間もありませんし、農民が実際に読むと

は期待していなかったと思います。彼は生涯を通して、多分小学校の先生に読んでもらって小

学校の先生から子どもたちにそういうことを伝えて欲しいというのがあったと思います。

　それとの関係で申し上げれば、柳田国男の思想をひと言で表せば「教育思想」なのです。つ

まり、これからの日本人をどうやって作っていくのか、これは第一の質問と関わってくるわけ

ですが、これからの日本人をどうやって作っていくかというのが彼の一番の関心事だったと思

います。そういう点で、柳田国男のことを民俗学者だという人もいらっしゃいますけれども、

ひと言で言えば教育思想家だったと受け止めるべきだろうと思います。絶えず現実に対して一

定程度の批判をしていきながら、それに対して建設的な意見を述べていくというスタンスの人

なのです。

　それとの関係で第一のご質問、私の能力を超えた質問なのですが、柳田国男が作ろうとした

日本人は個の確立と結びつくのかというご質問かと思います。まず「個の確立」というテーマ

が出てきたのがいつ頃からかとなると、少なくとも明治ではないですね。大正時代あたりから

ではないでしょうか。柳田が戦った相手は、自助主義という名の利己主義でした。利己主義を

いかにして乗り越えるか、これが彼のテーマですが、「個の確立」とどう関連するのか、今後
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とも考えていかなければならない問題だと思います。

草郷氏：もうひと言加えさせていただくと、当時は明治が必死になって中央集権を取り入れよ

うとした時代です。その中で官吏として働いていた。それに対して自分ができることは何なの

かと柳田自身が考えていたと思われます。その時、柳田自身は新しい明治時代の日本人の像は

どうなるかをある程度想像していたのではないかと思えるのです。今日の藤井先生のお話から

も、実際「自作農が大事」と言っていることからもそれが読み取れるために、そこで言ってい

る自作農の「自」というのは彼なりの像で言うと何なのか、そこが少し気になりました。

藤井氏：助け舟になりましたが、『遠野物語』にはいろいろな神様が出てきます。ザシキワラ

シなどです。ザシキワラシは何かというのは彼も答えを出していて、“家の神だ”と『遠野物語』

の目次に記されています。しかし『遠野物語』に出てくるザシキワラシ等々の神々は、今日で

はどの神社にも存在しないはずです。

　どういうことかと言うと、少し歴史の話になって恐縮ですが、明治に入って政府は日本の宗

教を抜本的に組み替えました。それは「国家神道」と呼ばれているものです。国家神道はそれ

までの日本の宗教を根本的に変える宗教なのですが、一番トップに皇室が位置します。国家神

道そのものは戦後廃止されますが、今日では、神社本庁系の神社は国家神道の流れを継承して

います。

　国家神道にたいして柳田が危惧したものは多々ありました。その一つに、神社がまつる祭神

の問題があります。私たちはお参りするとき、祭神はだれかということはほとんど気にしてい

ないと思います。私たちは、誰にたいしてお祈りしているのかよく分かっていないままに、“入

学試験よろしく”とか言って挨拶して帰っているのです。しかし神社には祭神についての説明

があって、アマテラスオオミカミとかそういう神を祀っていると立札に書いてあります。とは

いえ、私たちはそれを読んでもとくに心を動かされることがあるわけではなく、“ああ、そう”

で終わってしまっているのではないでしょうか。神社にお参りしても、参拝者の心のなかに神

はいないのです。それではいけないと柳田は考えていました。

　他方でザシキワラシ等々は、国家神道によって否定されました。それは迷信であり、淫祠邪

教でした。村の祠はもともと家の神とか土地の神とかを祀るものだったのですが、国家神道は、

そういう信仰を公式的には廃止することにしたのです。

　『遠野物語』にはザシキワラシはじめ、いろいろな神や妖怪が出てきます。それらを信じる

のは、政府から見れば、迷信にすぎないのです。しかしそれでは日本人のアイデンティティが

なくなってしまうというのが柳田の理解だと思います。柳田は『遠野物語』を発表し、その問

題をわざわざぶつけていくわけです。そこまで書いてはいませんが。けれども、法制局の参事

官がザシキワラシ等々を評価するのは、政府の宗教政策を念頭におくと、非常に挑発的なこと

です。
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　ストレートにお答えすることにはなっていないのですけれども、個かどうかはともかくとし

て、少なくとも日本人のアイデンティティは確立しておかなければならない。そうでないと日

本人は全員根無し草になってしまうという考えだったと思います。

　私たちが誰にお願いしているのかは不問にして神社にお参りしているのは、日本人が根無し

草になっていることの証左ではないでしょうか。だからこそ、柳田国男が読まれ続けているの

だと思います。

　司会者：時間がきていますが、せっかくの機会ですので、 1点だけ短めの質問がありました

らお聞きしようと思いますが、会場のみなさんいかがでしょうか。よろしいですか。いかがで

しょう。それではよろしいですか。では時間がまいっていますのでここで閉めたいと思います。

今日は藤井先生それから村井さん、本当にありがとうございました。

  以　上　


