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■巻頭 言■

泥棒は家の中に、敵は国の中にいる
かつて再 軍備のた めに「 戸締まり 論」を 喧伝した 自民党に 対し、社 会党の 先人たち
は「泥棒はうちの中にいる」
（これは向坂先生の言葉だったように思う）と反撃した 。
今日 の 我々 はこ れに 、「敵 は国の 中 にいる 」を 加え たい 。ここ での 国は 国家 ではな く
国土の意で ある。
日 本の独占 資本とそ の安倍政 権は原 発輸出な どの成長 戦略が すっかり 破綻した ため
に、い よいよ軍 備拡大に 力を入 れる。そ のために 隣国の 韓国・朝 鮮を敵と して煽る 。
中国やロシ アも大 きな敵だ 。ナシ ョナリズ ムと排外 主義が大 手を振 るう。
河 野 太郎 外 相は韓 国大 使の発 言 中に、 無礼 だ！ など と罵 倒し て、 防衛相 に 抜擢。
丸山 穂高君など と言う 安倍君の 事実上 の先兵は 、
「北方領 土」を 訪問中に 、
「戦争で
旧日 本帝国 は１９０ ４年に朝 鮮を軍 事占領し 、０５年 には「 保護国」 にして、 竹島

取 り返すし かない 」などと 発言し ても、国 会議員を 辞めずに 済んで 胸を張る 。
（独島 ）を島根 県に編入 したのだ が、日 本は今も 自分の 固有の領土 だと主 張する。 丸
山君は韓国が実効支配する竹島も「戦争で取り返すしかないんじゃないですか？」と 、
悪び れもせず に主張 する。独占 資本や 安倍君は ほくそ 笑んでい る。
東 京新 聞に よる と、 ３５ 万部発 行の 週刊 ポス トは９ 月 ２日発 売誌 上で 、「韓 国なん
て 要らない 」
「 厄介な隣人 にサヨ ウナラ」 と特集 し 、
「 怒りを抑 えられ ない『韓国 人と
いう 病理 』
」とい う記事で は 、
「韓 国成人の 半分以 上が憤怒調 節に困 難を感じ ており 、
十人に 一人は治療 が必要 」として 、精神 障害の診 断名ま であげてい る。
関 東大震 災から９ ６年と なった９月 １日、 虐殺され た朝鮮 人犠牲者 の追悼 式には、
安倍 首相はも とより 、小池都知 事は今 年も追悼 文を送 らなかっ た。
マスコミでは文大統領を総攻撃だ。安倍君を筆頭に麻生君や諸大臣こそ「玉ねぎ男 」
なの に。Ｎ ＨＫのニ ュース には欠かさ ず登場 する安倍 君は改 憲に向け て韓国敵 視政策
がかく も成功 裏に進展し ている ことに満 足げで ある。彼 の背後 では、元徴 用工問 題で
俎上にあ げられて いる独 占資本の 幹部諸君 も大い に喜んで いる。
労 資協調に 埋没し ている連 合の大労 組幹部は これに 異を唱え ない。 大資本によ る搾
取が分 からな くされてい る今日 の多くの 労働者 は 、
「泥棒は家の中にいる」ことも「敵
は国の中 にいる」 ことも認 識でき ないまま 、反韓 の海を泳 がされて いる。
しかし日中開戦から８２年、第二次大戦開始から８０年、真珠湾から７８年を迎え 、
二度と 戦争が なきよう、 反動に 抗して万 国の労 働者の団 結を推 進しよう。
防衛省の 来年度 概算要求 は５兆 ３千億円 余と史上 最大とな った。 複数年度 で返済す
る「 兵器ロ ーン」残 高も過去 最大の５ 兆５千 億円と、 膨張の一 途をた どる。米 独占資
本と組 んで三 菱を頂点と する日 本独占資 本には 巨大な利 潤をも たらす。
我々にと っては 軍隊も兵 器も全く 不要で ある。ど この国の いかな る民族で あれ、殺
（原

野人 ）

害す ること には断固 反対であ る。一切 の殺人 機械はい らない。 内外で 必要なの は専ら
防災や 人命救 助のための 機械と 装備であ り組織 である 。
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「立 憲主義」と の言葉 が大はや りであ る。市民 連合と ５野党・会 派は、 参院選に

れる 。しかし 、憲法

世 紀８ ０年代 の

条が「財 産権を 侵しては ならな い」とあ ることに 、ふれる 者は

き るかの幻 想、世 迷い事が ひろがっ てきた 。憲法の ３つの基 本原理は くり返 し強調さ

今日の 憲法を押 し進め ていけば 、社会主 義社会 、平等・ 平和・自 由な社 会が実現 で

のものと 。攻撃を強めたのである 。ここに 立｢憲主義 を
｣ めぐ り鋭い階 級闘争 があった 。

闘っ た 。「新 しい憲 法を つく る力 」は、 総 評と社 会党 の解 党、 解体が 「つ くる 力」 そ

て政 界再編成 である 。われわれ は「守 る力」を 〝守り 〟〝発展 させる 〟ために抵 抗し

労 働 戦 線再 編成、 国鉄 分割 民営 化（階 級 的労働 運動 の機 関車 である 国労 解体 ）、 そし

をつ く る力 が憲 法だ 」と 、「守る 力」 を破 壊す ること で反 抗し た。

総合 力）が守 ってき た。憲法改 悪を党 是とする 自民党 と独占資 本は「 あたらしい 憲法

憲 法 は 憲法 を守る 力（ 総評 ・社 会党を 中 心とし た「 平和 の砦 」） と学 者・ 文化人 の

護」の 闘いと内 容は同じ である 。

国民 主権、基 本的人 権を守り、 発展さ せると解 される 。総評・ 社会党 時代の「憲 法擁

権の 反 動攻勢 、反 動的 諸政 策に抗 し、 日本 国憲 法の平 和 主義（ 前文 、戦 争の 放棄 ）、

憲主 義 」と いう 言葉 が使 われ、 強 調され る 。「立 憲主義 」と は、 した がっ て、 安倍政

共 謀罪 法 など 安倍 政権が 成 立させ た立 憲主 義に 反対す る諸 法律 を廃 止する 」と 。「 立

項目の「共 通政策 」を結ん だ。第 １項は憲 法改悪反 対を掲げ 、第２ 項は「安 保法制 、

13

義 の価値観 を見るこ とはで きない。 生産手 段を原則 として、 私有にし ておく という社
ブルジ ョア民主 主義者 とわれわ れ社会主 義者と の間には 、憲法闘 争をめぐ って深 刻

会主 義はない からで ある。
に 考えなけ ればなら ない〝 カベ〟が ある。 われわれの 憲法闘 争は、こ のブル ジョア民
主主 義の憲法 を、われ われ社会 主義者 と労働者 階級が 守るとい う一見奇 妙な矛盾 があ
るから だ。
唯 物論を 徹底的に 押し進 めたのが、 マルク ス・エン ゲルス が発見し 、レーニ ンが適
応し た唯物論 的歴史観 （唯物史 観）だ 。社会主 義者は憲 法を直 接テコに して社会 主義
を実現 することは できぬ 。しかし 、現憲 法がブル ジョア民 主主義の 憲法で あること を
明白 にして 、これを 守ると いうとこ ろに、 われわれが 行う現 在の憲法 闘争の 意義があ
る。 ここのと ころが深 く理解さ れない と、社会 主義の思 想・理 論を放り 投げた、 ズブ
ズブの ブルジョア 民主主 義者に転 落して しまうこ とになる 。
なぜ憲法改悪かは論じつくされている。小沢一郎君のかつての著書『日本改造計画』
世紀後 半から 、世界に お

が のべ て いた ように 、「 軍隊を もた ない 国は〝 普通 〟の 国で はな い」か らだ 。世 界の
流れは速 く、そし て不均 等に発展 する。 そんなな か日本は

らに 帝 国主 義的 野望 を達成 しよ うと いう ので ある 。「生産 性向 上」 推進 の足 場を確 保

理化」 である ーを推進 しなけれ ばならぬ 、さら に対外進 出のた めに再軍 備して、 大ぴ

く れ をと った 。資 本お よび 商品 の市場 を獲 得す るた め 、「 生産性 向上 」ー これ は「 合

20
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少ない 。日本国憲 法は、 したがっ て、ブ ルジョア 憲法で あり、この 憲法の 中に社会 主

29

するた めには、 労働者の 政治的 、思想的 自由を せばめな ければな らない。 これが 政治
反動である 。他方 、
「生産性向 上 」
（合理化） は、必然 的に資 本主義そ のものの 墓掘り
人を 生む。こ れを抑 圧するの が、思想 反動の諸 政策に 他ならな い。
世 紀末の ソ

われわれは 、憲法改悪阻止に全力をつくす 。現憲法はブルジョア憲法である 。だが 、
独占資本の 搾取と 抑圧に抗 する力 の成長を 許す民 主主義をも ってい る。
連邦 崩壊は社 会主義 者を自信 喪失にお いこんだ 。現代 が資本主 義から 社会主義へ の過
渡期で あり、人 類史にお いて社 会主義の 方向に動 いてい る客観的 条件が失 われたわ け
ではない。
現 憲法は、 社会主義 そのもの ではな い。しか し、思想 、言論 、政治行 動の自由 を含

と

は

な

に

か

（滝野

忠）

んでい る。これ らを使っ て、わ れわれは 社会主義 への足 場、組織 をつくる のである 。

家

これが 、現代における護憲闘争の意義である 。

国
ー森勉さんと中澤さんの対話（四）ー
「国 家につい て」の学 習会が 始まりま した。こ れまで 十数年、 月１回、 毎回２～ ３
時間、ま ず読み合 わせ、報 告者が レポート し、チ ューターが 感想を 述べ、み んなで 討
論。 資本主 義経済の しくみ（ 下部構造 ）には 〝ちょっ ぴり〟 自信をも てるよう にもな
りまし た。し かし、搾取 と収奪 、資本の 蓄積と 集積と集 中、生 産性向上と 階級性 等々
では 、 相変 わら ず頭 を悩 まし続 け ている こと は、 搾
｢ 取 と収 奪と をめ ぐりー 森勉 さん
と中 澤さん の対話 一
本誌第１２９４号 、２０１９年８月 日付 ）にも明らかです 。
( )｣(
こん なぼく達 の、上部 構造、土 台であ る下部構 造とし ての一定社 会の経 済構造の 上
やそ れに対 応する制 度・組織 （たとえ ば国家 ・政党な ど）への 新たな 挑戦です 。
巻にのせられてあり、頁数は

頁。

どう 進めれば よいかと 迷いなが ら学習 会です。 チュー ターの森さ んは張 り切って い
らっしゃる 。
「国家について 」は 、レーニン全集

16

やり は じめ る となか なか たい へん です 。『宣言 』 にもそ れは いえ ます 。短い 文章 の中
に内 容 、歴 史がい っ ぱいつ まっ てい ます 。唯物 史観 とは 正確 にいえ ば 、「唯物 論的 な
日付） して いる よう に 、「学 べ

歴 史 観 」、 人類の 社会 発展 史で 、有 史以来 の数 千年 の知 識が必 要 とされ ます から。 だ
から レ ーニ ン は森さ んが 強調（ 第 １２９ ６号 、９ 月

巻４ ８０頁 ）
29

レ ー ニン が強 調し ている のは 、「唯 物史 観は 導きの 糸で 、公 式を 暗記 する ことじ ゃ

こんにちどうなっているかを考察することである 。」
（レーニン 全集

どの問 題をも考 察するこ とであ り、その 現象のこ のよう な発展の 見地から その事物 が

この 現象はそ の発展 について どういう 主要な段 階をと おってき たかと いう見地か ら、

的な歴史的 関連を わすれな いこと であり 、
ある現象が 歴史上 にどのよ うに発 生したか 、

「（国家 の）問 題 を科学 的見 地か ら取 り上げ るた めに もっ とも 重要 なこと は、 基本

いる ように、 〝注文 〟を付け ています 。

学べ、くり 返し学 べ」とい うので す。〝学 び方〟 についても 森さん が的確に 報告し て

15
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に並び建つ政治的・法的・哲学的・道徳的・美的・宗教的な社会意識（イデオロギー ）

15

講演録ですから 、文体は難しくはありません。３～４回で読了ですね、というように 。

29

ない」 です。レ ーニンは 唯物史 観をロシ アの大 地に適応 したので す。レー ニンが 唯物
史観をどの ような ものとし てとら え、どう 実現し たかについ てさら にくわし く知り た
い方 は「カー ル マル クス 」
（１９ １４年 ７月～１ 月執筆 、レーニン 全集 巻）所掲 の
･
～ 頁）を ひもとい ていただ きたい。 ちなみ に 、
『国家と 革命』 は１
「唯物 史観 」
（

21

りま す 。

レーニン全集第

巻「国家について」

（滝野 忠）

「少数 の人々が 圧倒的多 数の人々 を支配 するとい うには、 強制な しではや って

は農 奴主的地 主だけで あり、 農民には 政治的権 利がなか った。

社 会であっ たが、商 業・工 業の発展 の要素 があった。 国家 の支配者で あった の

（４８ ７頁）
られた諸階級を服従させておくための機構である 。」
④ 農奴 制社会 では、農 民は土地 に縛り つけられ （土地に 緊縛 ）
、地主と 農民の階 級

「 国家とは 、一階級 が他の 階級を抑 圧する ための機構 、一 階級に他の 隷属さ せ

だった 。

が保 障されて いた。民 主的共 和制であ っても、 参加で きたのは 奴隷所有 者だけ

で あった。 法律では 奴隷は 人間とは 見なさ れず、奴 隷所有 者だけに市 民の権 利

異が 生じて いた 。こ うし た差 異があ って も、 奴隷 制の 国家 は奴隷 所有者 の国家

あり 、古代ギ リシヤ ・ローマ ではすで に君主制 と共和 制、貴族 制と民主 制の差

強 制と抑圧 のもと に引きと めていた 機構（ 国家）が あった 。その形態 は様々 で

③ 国家 の形成 は狭い地 理的境 界の範囲 内であっ たが、社 会の一 部分を他 の部分の

出現 。

が 階級とし てその 存在が固 まったと き、こ の階級の 存在を 固めるため に国家 が

② 余剰 生産物 が生産者 （奴隷 ）の手を 離れて奴 隷所有者 の手に 入り、奴 隷所有者

間集 団が発生 する条 件はなか った。

① 社会に 階級が ない時代 は、労 働生産性が 低く、 統治の専 門家の ような特 殊な人

「 国家 ー それ は一階 級の 他の 階級 に対 する支 配を 維持 する ため の機構 であ る 。」
（４８ ５頁）

☆ 国家と は何か（ ４８５ ～４９１ 頁）

☆ １９ １９年の 大学で の講義を 、１９２ ９年新 聞「プラ ウダ」 で発表

ー学 習 会レ ジ ュ メ 第 ２・ ３ 回ー

29

意見を寄せ ていた だき、と もに学 習に参加 していた だければ 、みん な喜び、 励みにな

れておりました 。いずれもおもしろいテーマです 。読者の皆さんはどうお考えですか 。

と現 代の対比 ではど うか、③ レーニン はなぜ国 家＝暴 力装置と とらえ たのかが上 げら

討論 の テー マに① 「国 家 」「国」 にな にを 連想 するか 、② 秀吉 や家 康の時 代の 国家

１７ 年刊行で す。

９１７ 年８ ～９ 月執 筆 １
･ ９１ ８年 刊行 、『帝国 主義論 』 は１９ １６ 年春 に執 筆 １
･９

45

（４ ８８頁）
いけなかった。」
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スパル タクスな ど被抑 圧階級の 叛乱
自らの支配 を維 持し、被抑 圧階級 を従属さ せるた めの法律 ・規則に 従わせる た
めの 機構＝国 家
⑤ 資 本主義社 会
すべての市 民（極 貧者を含 め）が 法律上、 平等
法律 は、財産 が侵害 されない よう保 護
「自由 」＝財産 を持つ 人々にと っての自 由
「資本主義国家 ･･･
は、そ のスロー ガンと して全人 民の自由 を宣言し ており 、自
（４９ ０
分は 全人民の 意志を 表明する と言い 、階級国家 である ことを否 認する 」
頁）が 、
「やは り資本家 が貧農と 労働者 階級を隷 属させて おくの を助ける 機構で
ある 。」（４９１頁）
資本 主義国家 は、私 的所有の 基礎の 上に立ち、 私的所 有にあら ゆる支 持と庇護
を与え る
☆ 国家に ついての 論争（ ４９１～ ４９３頁 ）
彼
｢ら（ＲＥＰ＝資本主義国家）は 、われわれ（ＲＥＰ＝ソヴェト社会主義共和国）
を非難 して、わ れわれが 自由の侵 害者で あるかの ように 、強制に、 一部の 人々によ る

･･

他 の人々の 弾圧に 基礎をお く国家を つくっ ているか のように 言って おり、こ れに反し
て自 分たちの 方は全 人民的な民 主主義 国家を代 表して いるかの ように 言っている 。

国家の問題は 、非常に重要なものとなっており 、言ってみれば 、最も切実な問題に 、
･･
現 代 の あら ゆる 政治 問題と あら ゆる 政治 的論 争の 焦点に 、な って いる 。 （
｣ ４ ９１～
４９ ２頁）
資 本 主 義国 家 、 特 に 最 も自 由 な 民 主 的共 和 国に おけ る 国家 は 、人 民の 意 志 の表
明 、全 人 民 的 決 定、 国 民 意 志 の 表 明で ある の か、 そ れと も 、そ の 国の 資本 家 に
労 働 者 階 級 と農 民 に 対 す る そ の 権力 を 維持 で きる よう に する 機 構で ある の か。
ーー 根本問題
ブル ジ ョ ア 新 聞 によ る ボ リ シ ェ ヴィ キ ヘの 非難 ー ーー 人 民権 力 の侵 害 者（ ＝

･･･

米 英 こ そ が 人民 権 力 に 基 礎 を 置 く先 進 国家 で あり 、ボ リ シェ ヴ ィキ の共 和 国は
盗賊の 国家 ）
、自由が ない

ボ リシェ ヴィキヘ のこれら の非難を 理解・ 判断し、 意識的な 態度を とるため には、
「国家 とは何 か」につ いての理 解が必 要。資本 主義国家 を擁護 する学説 ・見解に 対し
て批判的 な態度を 。
☆ エンゲル スの「 家族、私 有財産 および国家 の起源 」につい て（４ ９３頁）
土地 と生産 手段の私的 所有が 存在し、 資本が 支配して いる国家 は、どん なに民 主主
義的であ ろうと、 資本主 義国家で あり、労 働者階 級と貧農 を隷属さ せてお くための 資
本家 の手中 にある機 構であ る。普通選 挙権 、憲法制定 議会、 国会があ っても 、事態を
変える もので はない。
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「国 家が民主的 であれ ばあるほ ど、資 本主義の この支 配はそれだ け粗暴 で、鉄面 皮
でさえある 」
（４９３頁 ）

今 回の討 論
☆ 国家の本 質

① １ ８６８年 「新政府 は、徳 川家の年 来の圧 制に苦しめ られ てきた万民 を救う た

☆ 資本主義 国家は何 故 、
「全人民の国家」であることを偽装するのか
めに、慶喜を追討すると宣言し、 ･･･
大軍 を発した 。旧支 配者の圧 制から人 民を
解 放す るとい う名 目で ーー たとえ デマ ゴギ ー的 名目 にす ぎない にもせ よーー戦
争がおこされたのは、日本歴史上でこれが初めて」（岩波新書 井上清著「日本の
歴史 中 」
）
(
)
② フラン ス革命の 人権宣言 は 、
「自由 ・平等 ・所有権 の不可 侵」を掲げ たが、 マル
クスは 「資本論 」の中 の「労働 力の買 いと売り 」
（第一分 冊の最 後）の中 で 、
「天
賦人権の 花園」に おいては 自由な 対等の人 間として 労働契 約が結ば れるが、 その
後 「無用の者 入るべ からず」 と書か れた「か くれた 生産場所」 では、 労働者は 商
品とともに剰余価値（＝資本 ）をも生産する 、という貨殖の秘密を予告している 。
誰でも素 晴らしい と思う「 自由・ 平等・所 有権不可 侵」の 原則が、 生産手段 を持
っ ている資本 家と労 働力以外 売るも のを持た ない労働 者階級に 社会が 分かれて い
る資本 主義社会 の中で は、資本 は労働 者を搾取し てます ます大き くなり 、労働者
階 級は、 その生活 生存さ え脅かさ れる、と いうこ とになら ざるを 得ない。
･
ブ ルジョア革 命後に 誕生した 「市民 社会 」
（＝資本主義社会）は、一つに、自由
・平等 で均質な 「国民 ・市民」が 社会 を構成する という 建前をと るため 、もう一
つは、市民社会が階級社会であることを隠すため、「全人民の国家」を装わざる
を得 ない、と ＲＥＰ ＝森は考 える。
☆ 資本 主義国家 による社 会主義 国家への 非難＝ 「自由が ない 」
「独裁国家 」は、 もう
こ の時代 からあっ たとい うことに、 驚きで す。
（森

勉）

☆ 「国家が民主的であればあるほど、資本主義の支配は粗暴で、鉄面皮」について、
思い当 たること を出し 合おう 。

中 澤 か ら 森 へ 昨 日 の手 紙 の続 き です 。思 い つく まま に 記す 雑 談で す が、 レ ーニ ン
の「国 家につ いて」の 学習の参 加になれ ばと思 っていま す。

学 習 の 参 考 に し て 下 さ い
（１） まずは 『家族 ・私有財 産・国家 の起源』 重版の お知らせ
レーニン の「国 家につい て」の 勉強会を されて いるという ことで 、お知ら せした い
こと があり ます。
岩波 文庫を置 いてある 大きな 書店には 、現在 新刊とい うか重版 の『家族 ・私有 財産
・国家の 起源 』
（２０１ ９年２月 ７日、 第４０刷 刊）が並 んでい ます。こ れは 、
「岩波
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文庫

２０１９ 年春のリ クエス ト復刻」 という ことで、 ３４点４ ０冊が復 刻され てい

るな か の一 冊です 。『起源 』を持 っ ていな い方 には 、こ の際是 非に 購入 を勧 めてい た
だ け れば と思 いま す。な ぜ なら、 前回 の繰 り返 しにな りま すが 、「 国家 につい て」 の
なかで 、レーニ ンは次の ように 記してい るからで す。
「国家の問題については 、諸君がエンゲルスの著作『家族・私有財産・国家の起源 』
を読 むよう、 私は希 望する。 これは、 近代社会 主義の 基本的著 作の一 つであって 、そ
の一字 一句があ てずっぽ うに言 われたも のではな く、膨 大な歴史 的および 政治的材 料
にもと づい て書 かれ ている とい う信 頼を もって 臨む こと ので きる著 作 である 。」（「国
家に ついて」 国民文 庫版『国 家と革命 』１５９ 頁）と 。
も ちろ ん『 国家 と革 命』 も 、『起 源』の 理解 する 上で 、何 より も重要 な著 作で ある
と思 い ます 。ご案 内の よう に 、『国家 と革 命』の 副題 は「 マル クス 主義 の国家 学説 と
革命 における プロレ タリアート の任務 」であり ます。
（２ ）『家族・私有財産・国家の起源』を読むに当ってのレーニンの指摘
レー ニンは『起 源』を 読む時に 注意す べき事柄 として、 次のよう に記し ています 。
「 この著 作では、 かなら ずしもすべ ての 部分が同じ ように はいりや すく、 わかりや
すく 叙述され ていな いことは、 確かで ある。あ る部分 は、すで にある 程度の歴史 的お
よび経済的知識をもちあわせている読者を予定している 。しかし 、もういちど言うが 、
こ の著作を 通読し ていっぺ んで理解 できな いからと いって、 気にして はなら ない。そ
れ を い っぺ ん で 理 解 で き た 人間 は 、 ま だひ と りも な かっ たと い って よ いく ら いで あ
る 。」（「国家について」国民文庫版『国家と革命』１５９頁）と。
『 起源』 を読み、 理解す るには、歴 史的 経済的な一 定の知 識が必要 である こと、ま
た、 決して一 回読ん で理解でき るよう な著作で はない 、という のです。 レーニン 程の
人が、 そう言って いるの です。私 は大学 生の時に この著 作に出会い 、爾来 現在まで 取

未開

り組んでいますが 、これで十分ということは決してありません 。こうした『古典』は、
読む たびに新 たな発 見がありま す。
（３ ）『家族・私有財産・国家の起源』でのエンゲルスの指摘
エンゲ ルスはマ ルクシ ズムの「 国家論」 を展開 している 『起源』 の「第９ 章
と 文明」の 冒頭で、 次のよ うに述べ ます。
「わ れわれ はこれまで 氏族制 度の解体 を、ギ リシャ人 、ロー マ人、ドイ ツ人と いう
三つの 大きな個別 事例に ついて跡 づけて きた。最 後にわ れわれは、 社会の 氏族的組 織
を 未開の上 位段階で すでに 掘り崩し 、文明 の開始とと もにそ れを完全 に取り 除いた、
一般 的な経済 的諸条件 を研究し よう。 ここでは われわれ にとっ て、マル クスの『 資本
論』が、モーガンの著作（『古代社会』を指すーー中澤註 ）
」と同じ ように必 要とな る
であろう 。」
（岩波 文庫版 ２０９頁 ）と。
レー ニンが 「国家につ いて」 のなかで 、前述 のように 「ある 部分は、す でにあ る程
度の 歴 史的 およ び経 済的 知識を もち あわ せて いる 読者を 予定 して いる 。」と 記して い
るのは 、こうしたことを指していると思います 。そして経済学の知識 、すなわち「『資
本論』 の経済 学 」
（「経済学」には、様々な学派の「経済学」がありますから）の知識
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が必要 だと言っ ているの だと思 います。
（４） 小島恒久 著『経済 学入門 』と『資 本論』
皆さ ん は、 今回の 「国 家に つい て」 の学 習に入 る前 に『 経済 学入門 』（小島 恒久 著
／ 労大 新 書） を読 了し 、「 ある程 度の 歴史 的お よび経 済的 知識 をも ちあ わせて いる 読
者」と して、こ の問題に 取り組 んでいる のですか ら、ま なぶ順序 としては レーニ ンの
アドバイス に従っ ているこ とにな りますね ！
『 経済学入 門』には 、冒頭に 向坂逸 郎先生に よる「 小島恒久 君ーーそ の人、そ の文
ーー」 があり、 そこで「 小島君 と私は、 彼の学生 時代以 来、今日 までいっ しょに『 資
本論 』の勉強をしてきた 。だから 、この本は 、
『資本論 』のいい解説ともなっている 。」
とあ ります 。
『経済学入門』は「『資本論』の解説書」という訳です。
そ して 、私 の切 なる 希望 は 、『経 済学入 門』 で満 足し ない でほ しいの です 。小 島恒
久 先生も、 この著 作に留ま ってい ないで『 資本論』 そのもの に挑戦 してほし いと言う
よ うに 切 望し てい たと思 いま す。 向坂 先生 は『 マルク ス経 済学 の方 法 』（ 岩波 書店及
び社 会 主義 協会 刊） を書 くにあ たり 、そ の「 まえ がき 」のは じめ のと ころ で 、「マ ル
ク スは、研 究室で 真理の卵 をあたた めてい ると自負 している 学者や 思想家の ためだけ
に『 資本論』 を書い たのではな い。彼 は、とく にこれ を額に汗 しては たらく労働 者の
ために書いたのである 。」と述べます。
エ ンゲル スはコン ラート ・シュミッ トへ 宛てた手紙 （１８ ９０年８ 月５日 付け）の
な かで 、「 マルク スが 彼の 最善の 仕 事でさ えま だ労働 者 にとっ て充 分で ない と思っ て
いたこ と、彼が 労働者に 最善のも のより 少しでも 低いも のを提供す るのを 犯罪とみ な
し ていた 」
、 とまで記 してい ます。マル クスの 「最善の 仕事」 は 、
『 資本論』 である こ
と に違 い あり ませ んし、 それ は「 労働 者の ために 書い た」 のだ と思 います 、「労 働者
のため 」にです。
私 は、１ ９８３年 ５月か ら１９９６ 年５月 まで、毎 月一回 松本へ足 を運ん でくれる
和氣 誠先 生を 講師 に 、「『資本 論』 研究 会」 を継続 して きま した 。『 経済学 入門 』は膨
大で 緻 密な 研究 の書 であ る『資 本論 』の 入門 書で すから 、『資 本論』 を丁 寧に 勉強 す
る こ とに よ り理解 が進 むと いう か 、『 資本 論』 を読ん でこ そ『 経済 学入 門』の 理解 が
でき る、とい うより、 理解に近 づくの だと思い ます。 和氣誠先 生自身は 、２０年 間に
渡り 向 坂先 生宅 で毎 週行 われた 『資 本論 』研 究会 （いわ ゆる 「向 坂村 塾 」）に 参加し
て 勉強した 人ですか ら、松 本での研 究会も 、それを踏 襲した ものだっ たと思 っていま
す 。こ れ は、 本当 に勉強 にな りま した 。ち なみに 毎月 一回 三時 間の研 究会 で 、『 資本
論 』岩波文庫版第一分冊がとりあえず終了するのに 、三年余を費やしました 。
「商品 」、
「 価値 」、「 貨幣 」、 そして 「 資本」 が順 番に 登場 する第 一分 冊で すが 、まず は、こ れ
らを きちんと 押さえる ことが大 切なの だと思い ます。
そして もう３０ 年程前か ら、和 氣誠先生 にはお 願いをして いるこ とがあり ます。 そ
れ は 、「 向坂 村塾 で学 んだ『 資本 論』 を活 字で残 して おい てほ しい！ 」 と言う こと で
す。こ れは 、
『向坂 逸郎著作 目録』 の刊行と共 に、是 非実現し てほし いのです 。
（５） 岩波文 庫版『古 代社会』 の訳者の こと
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『起源』のなかでエンゲルスの指摘する「モーガンの著作 」、すなわち『古代社会 』
の岩波文庫 版の訳 者は、九 州大学 教授であ った家 族法学者の 青山道 夫さんで す。青 山
道夫 さんは、 向坂先 生が最も 信頼して いた法学 者の一 人です。 唯物史 観によっ た家族
史を土 台にした 家族法学 者で、 岩波新書 の『現代 の家族 法』は、 マルクス ・エン ゲル
スの 古 典を も駆使 し ての著 作と なっ てい ます。 たと えば 、『共産 党宣 言』 の第 二章に
は「家族」のことが出て来ますが 、私は、この個所の理解については『現代の家族法』
の読書 により、 より深ま ったつ もりでお ります。
（６） マルクス やレーニ ンの残 した『ノ ート』に ついて
エン ゲ ルス は 、『家族 ・私 有財産 ・国 家の 起源 』の 「初版 の序 文」 で、 マル クスが

補完 第４巻』 にも収録 されて います。

古代社 会ノ ート 』と して合 同出 版か ら刊 行され たも のが あり ま

『古 代社会』 を精読 して「抜粋 」のノ ートを作 ってい たことを 記して います。こ のノ
ート は 、『マ ルクス
す し、大月 書店の 『マル・ エン全 集
こ の 『古 代社 会ノ ート 』、そ して レー ニンの 『哲 学ノ ート 』や 『国 家論ノ ート 』と

つづ く ）

)

いった ものに眼 を通すと 、
偉大な る天才の 勉強の 仕方が理解 できる ような気 がしま す 。
天 才は勤勉 であり ます。そ して本を 読みな がら地道 に膨大な メモを 取ってい ます。メ
中澤 秀行

モを 取り自分 自身で 整理してま とめる こと、こ の大切 さを痛感 させら れます。勉 強は
（２０１９年６月１６日

２０１９ 年７月 ２４日

傍聴の感想

２０２ ０年度 中学校用 教科用 図書採択会 議

２０１９ 年８月 ６日

福山市教育委員会会議

自分で するもの です 。

゛
２０２ ０年度 小学校用 教科用 図書採択 会議

これ まで福 山教育委員 会会議 の教科書 採択会 議は非公 開で行わ れてきま した。 市民
運動と広 教組退職 者の活 動により 、昨年 度の採択 会議から 公開させ ること ができま し
た。 県内で も進んだ 取り組 みとなって いま す。
今年 度の採 択会議に参 加され たなかま に感想 文をお願 いしたと ころ、多 くの提 出を

西本 章

いただき ました。 全文を 紹介いた します 。
（※ 本誌 では抜粋 し掲載し ました ）
文
(責

８ 月６日の 採択会 議は朝の ９時から 夕方６ 時過ぎま でかかり ました 。

８月６日（火）

傍 聴され たみ なさ んに 感謝を 込め て編 集・ 印刷 します 。

教育委員会参議傍聴

去る ８月６日、 来年度 に使用す る小学 校教科書 採択に 関わっての 教育委 員会会議 が
開催・公開 され、 福退教２ 名を含 め２４人 が傍聴 しました。
会 議は午前 ９時に 始まり午後 ６時２ ０分まで 途中休 憩をはさ み延べ８ 時間にわ たり
協議さ れました 。まず、 奥井選 定委員会 会長より 三好教 育長に『 ２０２０ 年度に 使用
する福山市 立小学 校用教科 書につ いて』の 答申が手 渡され議 論が進 められま した。
議 論は各担 当調査員 から各社 の教科 書につい て主に ２つの観 点から特 徴的な点 が報

- 10 -

告され 、質疑応答の後 、５人の教育委員の意見交流 、採択という形で進められました 。
教育 委 員か らの質 問で 特徴 的だ った のは 、「今使 用し てい る教 科書に つい て現 場の
先生 方の意見 はどう か？」と いうもの でした。 また、 子どもた ちにと って興味 関心が
持てる かどうか 、わかり やすい かどうか という視 点も重 要視され ながら議 論が進 めら
れているよ うに感 じました 。各教 科の選定 にあた っても教科 によっ ては１時 間以上 の
討議がなされ 、調査員からの意見を求めるなど、今までになぐ慎重に論議されました 。
社会 については 、地元 に関連し た内容 の有無、 写真や 資料のわか りやす さ、情報 量
の適正さ、 中学校 とのつな がり等 の視点で 論議され ましたが 、最終 的には現 場の先 生
の使 いやすさ 、子ど もにとっ てのわか りやすさ の点か ら決定さ れまし た。しかし 、歴
史の取 り扱い方 、憲法や 人権の 記述など 、内容に まで立 ち入った 論議があ まりなか っ
たのは今後 の課題 です。
外 国語の教 科書採択 は今回が 初めて であり、 教育委員 から調 査員に対 し、小学 校で
の外国 語教育の ねらいな ど基本に 関する 多くの質 問が出 され１時 間以上に わたり議 論
さ れました 。子ど もが興味 をもっ て学習で きるかど うかの視 点で決 定されま した。
道徳 につい ては、自 由な授業 展開や 、子ども たちの自 由な論 議が進め られるか どう
かの視 点が重視 され決定 されまし た。最 終的には 次の教 科書が選定 されま した。
書写～ 光村図書

社 会～東 京書籍 地 図～帝国 書院 算数～文 教
音楽 ～教育 芸術社 図画工作 ～文教出 版

生活 ～大日本 図書

保健～ 東京書籍

理科～ 東京書 籍

国 語～光 村図書
出版
家庭～ 東京書籍

外国 語～光村 図書 道徳～学研 教育み らい
太 字は前 回より変 更又は 新規採択

西本 章議員 の努力に より昨年 より傍聴 ができ るように なりま したが、私 たちが 傍聴
する こ とに より 、各 教育 委員は 「現 場を 無視 した 採択は でき ない ぞ 。」とい うプ レッ
シ ャーを感 じている のでは ないかと 思いま した。私 たちが目 指してい る教科 書の民主
的採択については十分とは言えませんが 、傍聴により前進していると言えます 。結果 、
５つの 教科につい て採択 の変更 外
( 国語は 新規 が
) ありま した。
教 科書展 示会のア ンケー トには２４ 枚が寄 せられま した。 小学校教 員から２ 校、そ

Ｍ・Ｉ

の他 市
(民 か
) らは７校 で、私た ちの声 が届いて いると は言えま せん。今 後、現場 から
の声や 退職教職員 や市民 からの声 をしっ かり届け ていか なければな りませ ん。
文
(責

こんな 風に子 どもや教 職

教 育 委 員 会 会 議 傍 聴 を 終 え て
ここ にいる人た ちは本 当に全部 読んで いるのだ ろうか ？

員の 使 う教 科書 が選 ばれ ていい のだ ろう か？ と、 １日 中座 って いて 強く思 った 。現
場の 声は聞い ていま せんだと ！！
国語 の各社の教 科書を 読んでみ て、な んと、枕 草子の 原文や歴史 的仮名 遣いがで て
きて驚いた 。狂言 なども丁 寧に扱 われてい たが、平 和に関す る内容 が最後の 資料のと
ころ に、小さ な字で つけ加えら れてい たのにが っくり きた。
社会 科教科書で は、憲 法の条文 が全く 出てこな い、近隣 の国々の 紹介で 、アメリ カ

)

- 11 -

がどの 本もまず 紹介され 、韓国 が省かれ ていた り、第二 次世界大 戦の扱い も、日 本し

どう 評価する の？

道徳の教科 書を読 んでいて つ

か取り上げ られて いなかっ たり。 今、大き くとり あげられて いる様 々な差別 問題は ほ
とん どとりあ げられ ていなか った。
誰が どんな風に 「教え る」の？
心からそう 思い

くづくそう 思いま した。こ んな道 徳の本な んてい らい。道徳 の先生 などいな い。相 手
の国 を攻撃し 痛めつ けている 大人がえ らそうに するん じゃない ！！
ゆっくり 教科書を 読める 時間がも てた。 なんともご ちゃご ちゃして 、ぎっ しり書か

ます。
れて 、ずっし り重い 教科書。 現場にい るときも 、教科 書の本文 をずい ぶんもてあ まし
た。悩 みまくっ た。自主 教材を 入れる隙 も無い。 もっと 自由に教 科書内容 を選ばせ て

分

・場 所

40

・日時

月

日（木）

日（土）

時

時～

分～

時

・場 所

・ 会場

防衛省 正門前（市ヶ谷 ）

階多目 的ホール（浦 和）

錦糸公 園オリナス側 （錦糸町）

浦和パ ルコ

沖縄の闘いと連 帯する東京東 部集会実行 委員会
月

＊第５ 回沖縄の闘 いに連帯する集 い
・日 時

沖 縄の闘いに連 帯する関東の会

前 泊 博 盛 さ ん 「 米 軍 基 地 と 日 米 地 位 協 定」 ／ 森 の 映 画 社 「 ド ロ ー ン の 眼 」

（『地区労宇都宮』第１１７８号 、２０１９年８月

日発行 ）
「 根 室 本 線 の災 害 復 旧 と 存続 を 求 め る会 」が 、知 事 に求 めた 質 問に

20

ら裏話 、伝えたいことありますが 、これからです。

（北海道新得町・佐野周二）

弟が 講演し ます。昨夜は、 帯広でオスプレイ 飛ばないで！ 市民の集 い。これから旭川へ 。なつぞ

昨 日から空想 の森映画祭です。明 日は共働学舎代表の 宮嶋望（新得 ）・信（ 長野県真木）さん兄

対する回答 とコメントなど 、十勝毎日新 聞、北海道 新聞など掲載 分を送ります 。

質問 と回答など送り ます

でしょうか 。

に改組 出来 たなら 、人殺 しの 訓練で は無く世 界中の人々の 役に立つ誇 り高い職業とな るのではな い

世 界中で 大規 模な 自然災 害な どが多発 している今 日だからこそ 、軍事費を削っ て「災害 救助隊」

ばならず、 どこの国 でもそうして貴 重な資源を無 駄にし続け ています。

ナルに 報道 され ますが 、武器 弾薬 は劣化 するものであり 、定期的に消 費（実弾射 撃訓練）しな けれ

日 本の 軍事費 は年 間５兆 円を 超え る事態になって います。北 朝鮮のミサイ ル発射はセン セーショ

「使い たくなってし まう」という ことが、日 常的に様々な事 件で証明され ています。

ドとい う人 形劇 があ りまし た。ア メリカ の銃規制の問 題もそうで すが、人間は余 計な物を持 つと、

かつて 、イ ギリス ＢＢ Ｃで放送され た、サンダーバ ー

１ ０００円（ 学生５００円 ） ・主催

・講演と映像

（Ｙ・Ｍ ）

ほしいとず っと思 ってきた 。そし て今日も っともっ とそうい う気持 ちが強く なった。
な んとも疲 れる一日 だった 。

分～

」

◇読者からのおたより◇

時

＊ 月例・防衛 省前申し入れ ・抗議行動
月７日（月）

時

毛 利孝雄 さ んの「 辺野 古・ 高江 の現 場か らー
・日時
30

辺野古 への基地建設 を許さない実行 委員会

19

＊止 めよう辺野古 新基地、土 砂投入！東京 東部反戦集会

・呼びか け

18
18
18
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30
30
21

・主催

10
19

国際 救 助隊 は 空 想の 産 物で し ょう か ？

・参加費

10

10
10
10

