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日本の初期社会主義 (1) 

佐 々 木 敏 二

わが国において社会主義思想，社会主義運動が本格的に展開されるのは，日清戦

争後，とくに明治 31年の社会主義研究会の設立以後のことである。しかし明治初

年から欧米の社会主義思忽，社会主義運動についての報道や紹介，論評がなされ，

社会主義に対する論者の態度も，当初の邪説，狂説として蛇幅視するものにはじま

り，社会主義に対する態度をめぐっての論争を経て，共感を示すものもあらわれて

くるし，明治20年代に入ると『国民之友』などで社会問題論が積極的に展開される

ようになる O 日本の初期社会主義を問題とするかぎり，少なくとも明治初年から社

会主義研究会設立までを論じなければならないが，紙面の都合で，今回は明治20'9"-

までの主な文献の絹介をし，明治20年代の社会主義論，社会問題論は次回にしたい

と思うっ

(1) 明六社同人の社会主義紹介

わが国で最初に社会主義にふれている文章があらわれるのは明治初年の自由民権

思想の紹介の時期である。明治初年に輸入された政治思想、は主としてイギリス系の

白由思想であり，なかでも最もよく読まれたのはミルの功利主義思想であった。わ

が国の思想家たちはミノレの思怨のなかに，封建的イデオロギーを排除しつつ基本的

人権を維持・拡大しようとする側面をのみ読みとり，革命的思想として受けとったじ

しかし元来ミルの思想は 19世紀中葉のイギリス産業フツレジョアジーの改良主義的

イデオロギーを代弁したものであり，労働者階級のf台頭に対抗しながらフツレジョア

ジ の既得権の一層の発展を志向するものであり，その立場から当時欧米で問題と

なってきた社会主義思想を邪説として排除するものであった。明六社同人がIJ由民

権思想、を紹介するときに，社会主義にふれることがあるが，それはあくまで自由民

権思想の紹介，主張の際の副産物であり，社会主義に対する態度はミノレなどの立場

をそのままうけうりしているにすぎなL、。

このような形で社会主義にふれている最初の文献は明治 3年(1870)の加藤弘之

の『実政大意Jl(以下入手の容易な収録図書を括孤内にあげる「明治文化全集第 2 巻~)であ
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る。周知のごとく『真政大意』は天賦人権論に立脚して立憲政体の国家における施

政の心得を説いたものであるが，そのなかで加藤は欧洲における「コムミユスメぢ

ゃの，或はソシアリスメ杯申す二派の経済学」の興隆に対して，両者とも「先づは

大同小異で，今日天下億兆の相生養する上に於て，衣食住を始め都て今日の事何事

によらず，一様にしゃう云ふ論」であり r所謂不薦の情と権利とを束縛藤慶する

事，此上もなく甚だしい」ものであり r実に治安の上に於て，尤も害ある制度」

であると論じている。天賦人権論に立ち，殖産興業・富国強兵のために市民階級の

自覚を求めようとする加藤にとって，貧富平均論としてとらえられた社会主義，共

産主義は自由競争を否定する最も有害なものと考えられたであろうことはむしろ当

然といえよう。

また西周は明治 3 ・ 4 年頃の講義をまとめた『百学連環~ (Ii西周全集第1巻(新村出
ツ γヤリズム

編)~第 2篇制産学〔経済学のこと〕のなかで，オーウエンの思想が「会社之説」で，
ヨミユzズム

サン・シモ γやフーリエの思想、が「通有之説」であるとしてその内容を略述してい

るが，両説ともに「古来ポリチカルイコノミーにおいてその通理に適せざる」もの

であり r採り用ゆべからざる所なり」と断定している。

このほかにも加藤弘之は『明六雑誌』第2号「福沢先生に答ふJ(Ii明治文化全集第

5 巻~)で，福沢諭吉の「学者職分論」の批判をするなかでリペラール党とコムムニ

スト党にふれているが，そこではコムムニスト党を専制的国権主義としてとらえ，

極端な自由主義とともに謬説として批判している。

また明治 5 年 2 月刊行の中村正直訳ミノレ『自由之理~ (Ii明治文化全集第 2 巻~)巻之

4のなかに r犯ニ自由一第二例」としてソーシアリストの動きを賃金問題との関連

で論じているが，その論旨はソーシアリストは自由を犯すものであるとして非難さ

れているのみである。

この時期のものとしては，少しおくれるが翻訳に，高橋達郎訳「交際論Jがあり，

トーマス・モーアのユートピアが紹介され，オーウエンやフーリェの名も伝えられ

ている。

加藤や西による社会主義思想の紹介はあくまで自由民権思想の紹介，主張の副産

物であり，社会主義思想そのものの理解はまったく粗雑で，それへの批判もミノレな

どの立場をそのままうけうりしたものにすぎなかった。

しかし当時はまだ自由民権運動すら起っておらず，経済的にもやっと藩籍奉還，

廃藩置県がすすみ地租改正への準備がすすめられていた時期であってみれば，自由

競争を否定する社会主義思想を理解しえないのも当然であるといわなければならな

L 、。

(2) r欧洲社会党論Jの勃興と論争
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次にわが国で社会主義が問題とされるのは明治11年6月6日以降のことである。

その発端は6月2日ドイツ皇'ぽが旧社会党只に狙撃されたという報道が伝えられた

直後， 6日の東京日日新聞が社説「僻説の害」で社会党を批判したことにはじまるコ

しかし当時自由民権運動は，西南戦争を経て，土佐立志社を中心とする士族民権

家が，地租改正反対闘争の中から専制政治の変革・国会開設の必要を感じてきた豪

農民権家と手を結び，国会開設を要求するために「愛国社再興趨意書」を発し，全

国的運動を開始していた。自由民権思想としても明治8年の新聞紙条令による言論

弾圧にも屈せずIr評論新聞JIIr草奔雑誌JIIr湖海新報』などによる藩閥専制政府攻

撃がなされ，明治 10年末には服部徳によってルソーの『民約論』が訳出され，主

権在民，圧制政府顛覆の思想が普及されつつあった。

それゆえこの時期の社会主義論は，主としてドイツのピスマルクの社会党鎮圧法

やロシヤの虚無党弾圧をめぐる論評であり，他日社会党がわが国に伝揮した時のこ

とを予想しての論争であった。

東京日日新聞社説「僻説の害」は社会主義思想の歴史を紹介し，社会党を論評し

たものである。その社会主義忠、想の歴史の紹介にしても至極簡単なもので，思想内

容を詳細に説明するにいたっていないが，ラサーノレやマルクスをのぞく近世社会主

義思想史上の主要人物をあげている。しかし社会主義に対する姿勢は I近時仏京
ロム~ ;::t.=.，でム

を騒擾して大難を起したる共同党の如き…フーリエを祖述して社会論を唱ふるの暴

徒たるに過ぎず」とのべ，一方において君主独裁制を批判するとともに，社会主義

に対しても「激烈なる合衆論に僻し只管に社会共同の為に自家の財産を同する」も

ので「社会あるを知りて自家あるを知らざる」有害な理論であるとして排撃してい

る。

この後ロシヤの虚無党のテロ事件やピスマノレクの社会党鎮庄法についての報道が

新聞にしばしばあらわれ，それについての論評がなされた。東京日日新聞は「刺客

の禍は何時に底止すべきかJ(明 11・10・12)I各国不平党なきを免れざる乎J(l1.

10・26)I社会党の主義及び目的J(12・2・6)I社会党の蔓延J(12・3・11)，朝野

新聞は「魯固形勢論J(11・12・28)I他毒我薬J(12・3・3)I魯国の暴政J(12・6・

1) I痛突論J(12・6・10)などの論説をかかげている。他紙も同様であった。この

時期の社会党論は大別して二種ある。一つは社会党を主張する者は「富を妬み貴を

凌ぐ嫉妬怠惰の心に起原せる者J(大阪日報「財産共有私有の弁」明 11・8・25)という

主張に代表される古典的自由主義の立場から，社会主義を邪説，狂説と一方的に否

定しようというものである。報知新聞「社会党の庄滅J(11・10・31)や東京曙新

聞社説 (11・11・7)などがその代表的なものである。 もう一つの傾向は， 社会党

虚無党の蔓延の原因を政府の圧政にあるとし，政府の圧政を匡すことなくしては社
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会党を無党を防止しえないことを論じ，附にわが国の落閥政府の専制を批判しよう

とするものである。その代表的な主娠は， i'j民集権に過ぎて民権を抑制するが如

き即ち今日魯国に社会党及び虚無党の勢力愈々織にして禍機将さに潰裂するのー原

因たるを知らば亦た以て白113政治の間接に社会党の如き政事上の，也、害を防止するの

方法たるを発見するに足るべき也J(東京日日新鴎「社会党の蔓延J)というものであるの

御用新聞と称された東京日日新聞の主張もまた社長成品相11北，局長末広重恭のだす

朝野新聞もともにドイツ，戸シヤ政府の圧政を批判し i国憲の文字を人名と誤解

する叢J愚の人民すら怒れば猟銃鈴を手にして起つ股鑑遠からずJ(朝野新聞「痛突論J)

というように圧政に苦しむドイツ，ロシヤの人民に対する共感を示しながら，わが

国で・の人民の要求と結びつけようとするものが多い。しかしこの時期では社会党発

生の原因を論じたものはほとんどない。次いで社会党発生の原因が論ぜられるよう

になる。

東京曙新聞社説「社会党の原因及来勢J(12・6・16"，8・7に5回)，それにあIす

る朝野新聞の反論である「閥邪論J(12・8・10"，9・16に6回)，東京曙新聞の「読

朝野新聞闇邪論J(12. 8・22"'23) と「重読朝野新聞閥邪論J(12・9・18"'20)の

論争は，社会党の発生の原因と社会党の日的をめぐってなされたものである(いずれ

も『明治文化全集第15巻~)o i社会党の原因及来勢」の主張の要点は三点、ある。 まず

第一に，社会党発生の原因を貧富の懸隔，幸福の偏重にあるとし， i社会党を起せ

るは社会党に非る也。欧洲の貴族宮豪也」と論じている。そして圧政の問題につい

ては，人民に政治参加のJJI↓lがあれば貧富の懸隔，幸福の{雨量を匡正する方法があ

るが，専制政治は匡正の道を杜絶するものであるとしている。第二点、は，私有財産

制こそが人民の自主自治の根元であることを主張し，社会主義は自主の根元を焚設

するもので「断じて之を行ふべからざるの空論」であるという主張である。第三点

は，明治維新を一種の社会主義の実現であるとし，特に五箇条の御誓文の「天地の

公道に基づく」という精神が社会主義の本旨と合致するものであると論じて，社会

党の伝播恐るるに足らずと主張している点、である。この曙新liHの主張は朝野の反論

が指摘しているように矛盾の多いものである。

朝野新聞「閥邪論」の姿勢は社会党を虎列刺病と同一視し，その災害を未発に制

止することを目的としている。それゆえ曙新聞の姿勢を「我が国民を斑誘して社会

主義を奉戴せしめんとする者」であるとして，論駁を展開する。反論の第ーは，社

会党発生の原因が貧富の懸隔にあることは認めるが， i言論参政の権利を得ると得

ざるが如きは何ぞ社会党の発生と蔓延とに関係せんや」として英米仏のような自由

な国でも社会党の盛んなことをあげ反証としている。これはたしかに曙新聞の論の

不充分な点をついたものではあるが，朝野記者の誤解もある。双方ともに貧富懸隔
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の問題を資本主義経済の必然的所虚としてとらえることはできないし，経済的平等

を要求する社会主義運動についての理解もほとんどない。それゆえに論争はかみあ

わないでいる。第二点は，維新の事業 r天地の公道」は社会主義とはまったく関

係がないというものである。これは朝野新聞の主張が正しい。第三点は，社会主義

そのものの批判である。~'E新聞が一i函賛成し一面反対している社会主義を古典的自

由主義の立場から批判している。たしかに，曙新聞が貧民の立場にいかに同|育を示

しても，生産手段を持たない労働者はいかに勤勉に働いても貧乏から脱けだすこと

ができないという労資問題として貧富の問題をとらえられなかったため，貧者=弱

者，愚者，怠惰者，社会主義=豆、平等論という古典的自由主義の立場からの批判に

耐えられなかった。

しかし曙新聞は「読朝野新IJfJli国部論」で，社会党の真正目的は外形幸福(有形財

産〉の平均同等ではなく，国民権利(無形幸福)の同等であると主張し，朝野新聞

の批判はミノレやジュウリングのうけうりにすぎないと反駁する。しかし国民権利が

具体的になにをさすかを論じていないため，朝野新聞は国民権利=参政権と解して

英米仏での社会党の努力をあげ反論としている 3 これに答えるため曙新聞「重読朝

野新聞闘邪論」では，国民権利の具体的内容としてゴータ綱領の政治上，社会上の

要求項目をあげている。そしてこのゴータ綱領の要求項目=天地の公道(ヒューマ

ニズムの意であろう)=五箇条御誓文の腿旨を論じている。たしかに曙新閣の主張

はここまできて，社会主義の目的が労働者の活権利，活/]由の要求であることまで

はとらええたようである。しかし曙新附記者の主張の限界は，ゴータ・綱領第 1条の

訳に端的にあらわれている。

第 1条富を致し智を進め以て共天lほの福祉を保つ，是れを人類のI践と謂ふ。而

して此人職を全くせんとするには社会人民をして各其応分の勤労を尽さしめざ

るべからず。'1"は独り労して而も乙は独り逸し，丙は勤めて而も丁は怠るが如

きは，是れ大に人i践を犯乱し，天心に惇戻する者也。故に吾人は宜く天心に基

づき，人職を重んじ，社会共存の主義を実地に拡充せざるべからず。

とL、う訳文は，いかに意l沢とことわってあるとしても，せめて次のように沢さるべ

き(朝野新聞「論欧洲社会党」明 15・5・6による)ものである。

夫れ労働は官の源にして人生幸福のIHて起る所なり。故に労働の結果は挙げて

之を社会の共有に帰せざる可からず。又労働の支は万民一様ならざる可からず。

H可して労働の結果を分配するに当ては極めて人々の問に平等ならしめざる可から

ず。然るに現今の社会に於ては全く之れに反し，殖産の具は1Mに財主の占領する

所にして，労力社会はーに其の立に隷属せざるを得ざるの有様なり。是れ社会衆

弊の由て起る源なりと謂ふ可しコ今や此に労)J社会をして奴隷の位置を脱却せし
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めんとする道を求むるに他なし，戸、殖産の具を挙げて窓〈之れを社会の共有物と

為し，労働の需要は社会之れを倹定し，其の得たる所を以て一般の使用に供し，

正当に之れを処分するに在り。抑も之れを実行するは労力社会の白から任せざる

可からざる所なるを以て， 1'1ヰ草職人社会党は力を合せ心をーにして正当の手段

セ以て自由邦家と社会主義の社会を経営せん事を務めんと欲する者なり J 財主の

為めに労を取るの制を破り，他人の労に頼て利を得るの法を壊り，兼て社会の不

平均を一掃するを以て我党前途の目的とするなり。

この訳文からも判るように，昭記者の限界は資本主義社会の労資問題をまったく理

解できなかったことにあった。その点では朝野記者も同様である。しかしこの論争

によって社会主義の発生の原因が侃済上の不平等にあること，人民の権利が政治上

の権利のみでないことが切らかになってきた。

(3) 国会開設訪願運動と社会党論の援用

社会党の伝播を予告しながら藩閥政府の専制を批判し， 1'1山氏権運動への弾圧を

抑制しようという社会党論の傾向は，明治 121f 11月7日の愛国社第 3回大会で

国会開設請願運動の開始が決定され，翌日年 3乃の第4同大会までに同盟 27社，

2府 22県 8万7千余人の署名を集めるまでに運動が展開していくとともに，もっ

とはっきりとした形で社会党問題を国会~NIJifíの主娠に援用するものがあらわれてく

る。また日本とロシヤの政治を比il変しようとするものがあらわれてくる。

この傾向の主な論説は，大|波日報「社会党の議論J(12・8・23)，東京曙新聞「日

本の秀傑をして社会党たらしむる勿れJ(13・1・28)，朝野新|羽「日露の情況を論

ずJ(13・3・17)1我と旬、l司と政的の異lii]J(13・7・24)1電気の説(末広鉄腸)J

(14・7・31)，東洋1'1山新聞 11司会の開設なきは国民政治上の思想を激昂するの媒

たらざる乎J(14・4・15"-'16)などである。 例えば，東京曙新聞は， 3月 15，，-，7日

の愛国社第 4回大会の直前に，全国的な請願運動のたかまりにふれながら，政府が

「尚ほ其113j阪を汗さず頑然現時の政体を同守せば，今日の|司会党は是れ未だ人民が

重大なる国会に当るに堪へざるの然らしむる所なりと諦めて政府が其開設を告るの

時期を倹つに甘んぜん会J，あるいは憤慨し， 1或はノレソーを思ひ或はサン・シモン

を思ひ彼の社会主義を取て実に之を日本に受延せしめんことを勉めるに至る」か，

判らないと論じ， 1過激暴戻」な欧洲の社会党虚無党のごときものが蔓延しないよ

うすみやかに国会開設を認めよと主張している(13・3・15)。さらにたとえ国会が

開設されても人民の意志を反H央しないような不完全なものであれば司やはり社会党

問題がおこると論じている J また朝野新聞「我と魯凶と政略の異同」は， 1我政府

にして改進の大基礎(国会開設の意)を建て国民の最大希望を満足せしむるに非ん

ば其他の小美事小美政は亦謂ふに足らざるなり」と論じながら，わが凶で(土「立憲



政体を希望するの徴証を見るも未だーの死を以て之を争ひ生を賭してその希望を達

せんとする者」のいないことを指摘している。また創刊以来藩閥政府を攻撃し 4

月8日西国寺公望社長の辞任に追いこまれた東京自由新聞の前述の論説は，酒井雄

署名のもので，その題名の示すごとし国会開設請願を却下した政府を徹底的に批

判するとともに，国民が激昂し「一進して英民リムリアードの会盟と成り再進して

仏国革命の暴進となり三進四進して社会党と為り虚無党と成る」危険性をのべ，国

会開設の主張に援用している。

これらの主張は社会党を論じながらも，社会主義を危険思想，過激思想ととらえ，

社会党が盛んになって害をおよぼさないように民権が保証されるような政治(国会

開設〉を主張するものである。また社会主義思想、の内容紹介もほとんどない。

しかし，同じ社会主義の惨毒がわが国に波及しないようにとの意図をもって書か

れたものであっても， w六合雑誌』第7号の小崎弘道の「近世社会党の原因を論ず」

(明14・4)は，アメリカの政治学者T・D・ウールセイのコミュニズム・エンド・

ソシャリズム (1880)に依って書かれたもので，以前のどの論説にくらべても社会

主義思想，社会主義運動の紹介の点ではるかにすぐれている。小崎は古代からの社

会主義思想について略述したあとで，現代の社会主義について I地面資本等各自

の所有権を廃し，貧富貴践の差別を減じ，各自幸福を共有せんと図るもの」であり，

「彼の万国党の如き諸国の力役者相ひ聯合して資本主に抵抗し，十分の雇賃を占有

せんが為め結合したものなり」とのべ，マルクス主義の主張，第一インターナショ

ナルの歴史， ドイツ社会党の歴史と現状を紹介している。これらの論述はウールセ

イの抄訳であるが，小崎は，貧富懸隔が生ずる原因が私有財産制にあり，私有財産

制は「鶏盗の方法」によって資本主が不当の利益を占めるものであることを一応正

しくとらえ紹介している。わが国でマルクス主義を紹介したのも小崎のこの論文が

はじめてである。しかし小崎は社会主義発生の原因を各人の不平不満におき，社会

主義運動を「為我」にするものととらえている。そしてその不平不満の起る原因を

宗教の表頚にあるとし，社会主義の惨毒の防止策を真正の宗教であるキリスト教の

皇張に求めているつ小崎の主張は，あくまで社会主義防禦論であり，その防止策を

キリスト教の普及に求める異色のものであるが，その社会主義思想，社会主義運動

の紹介としてはこの時期までで最もすぐれている。

しかし社会主義思想の紹介という点では，この後明治15年2月に久松定弘が『理

想境事情.11 (進学舎蔵版，丸屋善七発売『明治文化資料叢書第 5 巻~ 1~16 ベージ) とL、ぅ

単行本を出している。久松は社会党の「是非可否を判定するは吾輩の関係する所に

あらず」として，一切の論評をさけ，古代からの社会主義思想の歴史と欧洲社会党

の近況を丁寧に紹介している。当時の他の論者が英米の資料によっているのに，久
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松はドイツの文献によっている点が珍らしい。社会主義の歴史は割にくわしいが，

思想内容の深い紹介はほとんどみられないものである。

しかしこの頃になると社会主義に対して共感を示す論説もでてくる。最も代表的

なものは大阪日報の「貧富懸隔の事を論ずJ(14・7・13)である。記者は r世の

軽繰論者と共にコンミューニズム若くは社会党の名を関て未だ其所説の如何を究め

ず…一概に之を排斥し去ることを為す者に非るなり」として，今日の私有財産が不

正不理なる配分によるものであることを指摘し， r今日の財産私有を以てコンミュ

ーニズムに比すれば後者の前者に優る万々なり」と論じ，その実行上害がなければ

賛成であるという主張をのべている。

また土陽新聞第5号の植木校盛「鼠小僧の墓に謂りての演説J (14・12・18)は，

大塩平八郎のー撲，鼠小僧をたたえながら r否情の如きに於ては，敢て社会党の

説を信じ，進で其党に入らんとするに非ずと雄も，然かも社会党の世に生ぜしは，

只だ是れ勢の然、らしむるものにして，其点は人民の貧富甚だ相懸隔する勢胎の産出

せしものなるを信ずるなり」とのべ，社会主義思想に共感を表明している。

しかしこれらの論説のすべては，その姿勢が防禦論であれ，援用論であれ，共感

の表明であれ，社会党は欧米の出来事でしかなかったっしかし明治15年5月 25日

樽井藤吉らによって東洋社会党が結成された後は，社会党は欧米のものとしてでは

なしわが国の問題として真正面から論ぜ、られなければならなくなった。

(4) r東洋社会党」論と朝野新聞「論欧洲社会党」

東洋社会党結成の 2カ月前の明治15年3月2日の『錦江新語』号外に樽井藤吉の

演説「東洋の虚無党J(W資料日本社会運動思想史2JJ)が掲載された。樽井は，アレクサ

ンドノレ 2世暗殺事件を喜ぶ者がわが国にもかなりいることにふれ r共に厭ふ所の

圧制を敵とし共に得んと欲する自由を味方とする其ー精神，溢に先障の勝利を聞き，

知らず識らず喜を満面に呈したるに非るなきを得んや」とのべ，このような精神の

持主を東洋の虚無党であると1命じている。

この樽井が，前年10月の国会開設の詔勅のあとをうけての政党結成の流れのなか

で結党したのが東洋社会党である(東洋社会党については田中惣五郎の詳細な研究『東洋

社会党考』があるので詳論をさける。〕。東洋社会党のおこなった運動の主なものは故佐

賀侯鍋島関受公の徳政を讃える扇額を奉納したことと，機関紙『半鐘警報J](12号ま

で〉を発行したことである。東洋社会党は6月 20日内部卿の命令で結社禁止を命

ぜられたが，その後も細々と活動がつづけられ，明治 16年 1月6日『西海日報』

に修正党則草案を発表している。このため 1月 25日樽井は長崎軽罪裁判所より軽

禁鋼 1カ年の刑を宣告されている。この修正党則草案では「親愛を言行の規準とな

すJ(第 1条)r自他平等を主義となすJ(第2条H社会公衆の最大福利を目酌とす」
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(第3条〕という基本姿勢と， i貧愚の世襲を破壊する」ための行動綱領 i1.天物

共有， 2.協同会社， 3.児子共育， 4.理学的生殖」をかかげている。東洋社会党

はたしかに土地固有，土地均分，貧民救済を主張しているが，その主張は欧米の社

会党に比較しえない幼稚なものであり，それは社会主義というよりもスベンサ一流

の土地国有論に立脚する急進的自由主義の主張であった。しかし東洋社会党の実際

の思想がどのようなものであれ，わが国で社会党をなのる政党が出現したことが東

洋社会党攻撃論をうみだした。

功撃論の中心は御用新聞東京日日新聞であり 5月 18日社長福地源一郎みずか

ら「東洋社会党J (同前〉を記し，党別だけでは社会党とはいえないが，閑曳公の

徳政を慕って土地均分を願っているのは社会党の主張であるとして i若し真実に

財産公平の制を我国に行はんと希望するの主趣ならんには，社会の秩序を壊り，国

家の安寧を破るものは此説なりとして之を論破し尽きざる可からず」と徹底的論破

を主張している。 6月2日の憲法学者穂積八束の「東洋社会党の団結J(同前)，

7日の村上浩の「東洋社会党J (同前〉も向主旨のものであり，穂積は， i彼れ狂

土輩は既に社会主義に浸染し，邪路に迷ひ，道理を顧みざる者」といい，村上は，

「社会の改革を妄想して殆んど禽獣と別なき無君無父の域に至らしめんとして狂妄

過激の説を主張し，社会の秩序を破壊せんとす」と酷評している。東京日日新聞の

批判は，東洋社会党の主張や活動をなんら分析することなし一方的に邪説，破壊

主義，狂妄過激の説というレッテルをはるだけであった。

このほかに 6月 14日の『仏教演説集誌』には干河岸貫ーの「東洋社会党現出」

(同前)， 9月6日発行の『日本政党事情』に大久保常吉の「東洋社会党J (同前〕

があるが，前者は仏教の立場からの批判であり，後者は次にのべる朝野新聞の「論

欧洲社会党」を種本としているものであり特筆すべき内容をもっていない。

これらの論説とまったく立場を異にする論説は朝野新聞の「論欧洲社会党JC明15・

6 ・ 23~8 ・ 2 の間に 11 回掲哉『明治文化全集第 15 巻』筆者成多定雄については西田長寿の資

料をあげた解説が付いている。〕である。 この論説は， 東洋社会党について論ずるのみ

ならず，社会主義思想の歴史，各派の思想，現状，それに対する筆者の見解をのべ

たものであり，その紙面も前述の久松の『理想境事情』をはるかに越え(U'明治文化

全集』版で 2段組20ベージ)，またその内容上からいっても明治初年以来の最もすぐれ

た社会主義論である。

記者はまず東洋社会党の出現に驚きこれを「反乱党，破壊党と妄測」としている

諸紙を「石仏を見認て幽霊」と思い狼狽して気を失うごときものと断定し i世の

耳目を以って白から任ずる者は，凡そ社会に現出するの事物に就て之れが是非得失

を討究して，其の取るべきは必ず之を称揚し，其捨つべきは力を極めて之を論破」
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すべきであって i社会党の名を聞いて其の景象に驚き，其の実を講究せずに直ち

に之を撲滅せんと試むるが如き」は新聞人にあるまじき態度であると批判すること

からはじめている。論説は「第一社会党の区域及び其の性質J i第二欧洲社会党の

実況J i第三社会党が社会の組織を論難する所以を論ず」の三つの章よりなりたっ

ている。

第 1章で，社会主義の各派にふれながら，今日の社会党の主張は i私有の資本

を変じて集合資本と為すに在り，猶之を平易に解すれば，凡そ殖産の資本となる可

き者，例へば土地，資金，家屋，器械の如きは，挙げて之を社会の共有と為し，之

を以て殖産の道を計るに外なら」ないとし i今日社会党と名づくる者は，尽く財
タ Pヤ

産の共有或は平均を主張するものに非ずして，畢寛，私産の制を論難し，労力社会

の位置を改良し，其の利益幸福を拡張せんとする者なり。而して其の挙動は即ち労

力を以って資本を攻撃するなり」と，その本質を適確にとらえている。そして従来
ボールズ"ウ

の政治上の草命が「中等社会が従来の治者に対して，己れの自由を得，己れの権利

を囲うするを以て目的とした者なるが故に，其の革命の結果は多く中等社会に利し

て未だ曽て労力社会に其の影響を及ぼさざる」ものであるとブルジョア革命の限界

をはっきり指摘し，欧米諸国の現状は i政治上の自由僅かに伸張して社会上の圧

制相睡で起り，自由競争の理極って資本専横の害生ず。Ji労力社会は万物に卓絶す

る霊妙の性を享有しながら，只其の資産を有せざるが為めに，資本の奴隷」になっ

ていると説いている。そして社会改革の理論は，もはや「哲学者流の社会党」では

だめで，経済学に立脚しなければならないとし， iマルクスが富者の資本は労力者

の膏血なりと証言したるが如きは，悉く其の論を経済の理に取り，従来の哲学者流

の未だ曽って論究し得ざる所に拠って其の社会を攻撃するの論壁を築きたるもの」

であるとしている。このような論述は，明治 15年頃のわが国知識人の社会主義理

解の程度をはるかにこえたものであり，明治30年代の幸徳秋水，片山潜の論述を想

わせるものがある。

第2章においては，万国職人同盟会議と目耳長職人社会党，魯西亜虚無党，仏蘭

西社会党，愛蘭借地同盟党の歴史と現状を詳しく紹介している。そこでは万国職人

同盟規則，アイセナッハ綱領緊急要求事項，ゴータ綱領などが訳出紹介されている

が，現在の時点から見ての翻訳上の問題は多々あるとしても，前述の明治12年の東

京曙新聞の訳とちがって，その趣旨を適確にとらえている。

第3章では，社会主義の理論の卓越していることを認めながら，三つの疑問をの

べている。第 1点は i今の社会組織即ち私産競争の制を変ぜ‘ずして猶改良し得べ

きもの固より多し」とし，修正資本主義と社会主義との利害得失を充分に証明しな

ければ社会主義を実際に希望しえないというものであり，第2点は，社会主義社会
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では私産競争にかわって勤労を奨励するものはないのではないかという疑問であり，

第 3点は，社会主義社会では I赫々たる英名を以て社会の歴史を飾る事無<..・H ・

天下挙って禅宗坊主の精進社会と変ずる」おそれがあるということである。しかし

記者がこのような疑問を発するのも I今の社会組織の下に渦養せられ，其の感化

力の未だ全く脳裏を去らざるに依る」とし， 12， 3の社会党が其の論に従ひ施した

る所の事実にして偶ま失敗したるもの有りと雌ども，国より之を以って其の論の将

来に実施すべからざる者と確言するを得ず。他日人民の智識徳行亦よ進み，社会党

の主義が遂に社会に全勝を占むるに至る事有るも亦，今日に期すべからざる所なり」

と，将来における社会主義社会実現の可能性を予想、した言葉で論を結んでいる。

この後明治 20年代に出版された石谷斎蔵の『社会党磁聞Jl(明 24・3・10)も斯

波貞吉の『国家的社会論Jl(明 25・10・27)も桜井吉松の『草茅危言日本の社会』

(明27・4) も，その社会主義理解の深さにおいて，この朝野新聞「論欧洲社会党」

に及ばないっこれをこえる社会主義論は幸徳秋水， Jl-rli潜，安部機雄らが社会主義

を了命ずるまであらわれなかった。

また明治15年には翻訳として，ウールセイの「コンミュニズム・エンド・ソシャ

リズム」の訳、である宍戸義知訳依川百川批評『古今社会主義沿革Jl(100ベージ余の

冊子3巻，弘令社発行)と，西河通徹訳末広重恭序文『露国虚無党事情iJl(70余ベージの

冊子， 9月競録堂発行〉がある。前者はその翻訳があまりにも悪文で原文の意を正確

に伝えているといいがたいものである。後者はロシヤの虚無党の歴史，主張を丁寧

に紹介しており，文中草命党に対する共感が語られている。当時の虚無党の実況を

語る良書であり，訳もよくできている。そのほか翻訳論文としては中江兆民の主宰

する『政理叢談』に掲載された三つの論文がある。ブラク「近世社会党の沿革」

(訳者不明〕田中耕造訳ナケー「社会党論J，日下東男JRラベリエル「社会党の主義」

(いずれも『明治文化全集第 6巻~)であるが，特筆すべきほどのものでもない。ただフ

ランスを中心とした社会主義の紹介である点、に特色がある。

明治 15年に「論欧洲社会党」にみられる程に深められてきた社会主義論も，明

治 16年以降は一時姿を消してしまう。時代は，デフレ政策による資本の本源的蓄

積の強行を通じて産業資本育成をめざす松方財政がすすめられるなかで，農民の没

落と貧窮化が問題の中心となってき，そのなかで借金党，国民党などの組織があら

われるようになってくる。そして一種の社会主義的主張が，秩父事件を中心とする

農民蜂起の要求事項のなかにあらわれるようになる。しかしその指導理論は社会主

義思想ではなし大井憲太郎などの土地国有論，土地均分論であり，スペンサ一流

の理論であった。詳論する余裕はないが，左派民権家の主要論文で社会主義にもふ

れているものに土陽新聞に掲載された航木枝盛の「貧民論J(明 18 ・ 9 ・ 20~1O・ 11 に
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12閥， Ii資料日本社会運動思想史1.1])と，大井憲太郎『時事要論11(明治 19・11発行『資

料日本社会運動思想史2.1])があることをあげておく。(詳しい論究は拙稿「自由民権運動期

の社会主義論(1l!2)jIi鹿児島短期大学紀要』第5号，第7号参照D

社会主義が次に問題となってくる時期は，農民蜂起が政府の徹底的弾圧によって

潰滅させられ，貧民は土地を失ない，職を求めて都市に流出せざるをえなくなり，

都市で職人として職工として働きだすようになってからである。具体的には貧民問

題論，社会問題l論という形に端を発し，労働者問題論へと発展して行く。その時期

は明治22年以降である。その時期の社会問題III命については稿を改めて命ずることに

する、

なお最後にこの時期の社会主義命を』沿じた代表的なものは，加国哲二『明治初期j

社会思想の研究11(昭和8年春秋社)，林戊「白由権論の社会的限界ーその社会党論に

関する一考察J(Ii自由民権運動』御茶水書房)，田Jド惣五郎『日本社会運動史〈上)lJ(世

界書院)などがあり， 当時の新|品!日己事を収録した資料としては横瀬夜雨編『明治初

年の世相11(昭和2fト新潮社〕に「過激党の消息と其反響」があることを付志しておく a
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