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農本主義思想史上における横田英夫

ま え が き

横田英夫の思想については, 桜井武雄氏が ( 日本農本主義1) 」 においてと りあげて以来,

何人かの研究者に よ って言及されて きた。 しかし , その評価に関し ては, 農本主義者と して

否定的あるいは消極的な評価しか与えない 見方と , 農民運動家と して積極的な位置を与える

見方とが対立している。 前者は思想ないし理論の面での横田の評価であ り, 後者は運動ない

し実践の面での横田の評価である○

二つの評価は, 前者が横田ダ)理論における一定の進歩性を抹殺してお り, したが って実践

へり接続が断ち切られている点において, 後者が 横田の農本主義者と しての側面を無視して

いる点において, と玉に一面的であるとい う見地から, 筆者はかつて横田の思想の解明を試

みたK)

筆者が前稿をかいたのち, い くつかの論稿3) が発表されたが, それらにおいても 横田の理

論が正し く理解されているとは思えない。 横田の理論を正し く評価する ことは, 農本主義思

想史の上から乱 農民運動史の理解にと って兄必要な こと と して残されている。

そ の よ い

の実践への接続点を と らえ よ うとするのが本稿の目的である。

1) 桜井武雄 「日本農本主義」 (白楊社, 1935年) のも圧縮改訂して 「近代日本農政史」 (世界書院, 1947年)

2) 拙稿 「横田英夫の思想」 (『岐阜大学学芸学部研究報告』 第9号, 1960年)

3) 武内哲夫 「農本主義と農村中産層」 (『島根農大研究報告』 第8号, 1960年) 卜

山崎春成 「農本主義論の問題点」 ( 『経済学雑誌』 第43巻第5号, 1961年)

坂井好郎 「日本地主制と農本主義」 (『経済論叢』 第88巻第5号, 1961年)

なお, ねずまさ し 「日本現代史」 4 (三一書房, 1968年) では, 中部日本農民組合の指導者としての横

田にふれている。 従来, 農民運動史の上でも無視されていたことからみると一つの発展とみたい。

卜 農本主義の概念

すでに多く の人がかいているよう に4) , 農本主義の理解には二つの系列がある。 しか し ,

その二つの系列のなかで 乱 さ まざ まなニュアンスの相違がある。 それほど農本主義思想に

ついては明確な概念が与えられていない。 それは一つは丿民衆に密着した思想5) 」 であるだ

け体系化された理論と し ては形成されなか った こ と と と もに, 論者の方で も 不明確な使い方

を し て きたからである。 論者によれば 「家族主義, 封鎖的な思惟形態, 共同体的発想, 農業

本位主義, 地主イデオ? ギー, または自然法思想の東洋的亜種, 等々の複合概念」 であり。
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114 本 尭

イデオロギーを と らえているとは言いがたい。 農本主義者たちの超歴史的な 「農民」 把

(大衆埋没主義, 協調主義, 小状況主義などの類概念6) 」 と されているとみる者すらある。

筆者は, それほど混乱した使用が行なわれているとは考え幌はいないけれど乱 明確な概念

規定を欠 く こ とはたしかである。

たとえば, 例をあげてみよう。 「農は国の大本といっておだてあげ, 農民に勤労と節倹をし

いて犠牲を農民にかぶせ, 農民をふみ台として利用し ようとする点では共通」 (『社会学辞典』

有斐閣, 桜井武雄執筆) とか, 「農を本とする国民協同自治組織を建設し, 社会主義運動に対

抗し よ う としたものであ り, ファ シズムへの基盤とな った点では共通」 (『世界大百科辞典』

平凡社, 堀真琴執筆) とい う二つの例をみて乱 ともに 「共通」 とすると ころが必ずしも共

通していないのである。 二

したが って , およそ概念と しては無規定にひと しい 「農を以て国の基とする思想」 である

が, 唱える人の立場によっていろいろな型があるとして, 領主的 ・地主的, 官僚的, 軍国主

義的, 資本主義的, とい う四型を分類するような結果にな っている。 (『社会学辞典』)

以上はいわゆる ( 農本主義の権力的把握7) 」 と される立場からのものであるが, そのよ う

な把え方を批判し, 「これらの思想における発想の変化と, それに伴う受け手の変化とい う視

点, この思想を貫 く発想法と一般農民の日常的発想法との関帳とい う視点」 から解いてゆぐ

ことを主張した安達生恒氏は, この発想法の根源を 「郷土主義」 ( 共同体的発想のうえに立っ

て農業や農民の存在を重視する8) 」 思想にみいだしているが, このよ うな, いわば日本農民

の持つ伝統的思想と理解する第二の系列の立場にして乱 筑波常治氏のよ うな, 「人生観士あ

るいは 「勤労と節的の二大道徳の体系」 とするよ うな把握もある。 そして このよ うな把握は,

第一の系列に欠けていた, イデオ ロギーが成立し , 成立したイデオロギーがまた浸透してゆ

く地盤と しての, 受け手の側の意識ないしは受け手の存在形態を強調したメ リ ッ トにもかか

わらず, 本来, 社会的なものである筈のイデオロギーを , 社会の階級的な構造から切 りはな

し, 結果的に非歴史的な規定に陥っているとい う批判を免れる ことはできないだろ う。 す な

わち , 日本農業における小農範喘の, 成立と解体における歴史規定性の上に, 農本主義思想

山

握と同一の立場に身をお く とい う皮肉な結果になっているのである。

農本主義思想は√上にみたよ うに, 民衆に密着し , いまだに日本人あるいは日本農民り な

かに根強 く残存するものであ りながら, 充分その構造が解明されたとはいいがたい。 しかし ,

ここでは一応, 基本的には, いわゆる第一の系列の考え方を と りながら, さ らにその場合に

乱 イデオロギーの構造と しては, その成立基盤と しての日本農村および農民意識に つ いて

の経済学的な らびに形態論的な把握を もって補完さるべきものと して考えておきたい。

農本主義思想の概念については, 以上のよ うな不明確さが残ってはいるが, それはそれと

して, 横田は農本主義思想史上, いかなる位置にいるのだろ うか。

4) 坂井稿, 前掲論文, そめ他レレ

5) 筑波常治 「日本農本主義論序説」 (『思想の科学』 1960年6月号)

6) 武内稿, 前掲論文

7) 8 ) 安達生恒 「農本主義論め再検討」 (『思想』 1959年6月号)

II 明治 ・大正期における農本主義思想

徳川封建社会における農本主義についてはこ こではふれない。 ただ, 桜井武雄氏にしたが

って, 「封建社会の胎内に商業= 高利貸資本が発生し, 『貨幣の権力』 が発生するに至ってか
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115農本主義思想史上における横田英夫

ら」 農本主義が ( 対自的自覚り もとに顕現し発動した9) 」 という ことを確認しておきたい。

明治維新以降 , 舞台は一変する。 明治政府官僚群の歴史的使命は, 周知のよ似こ, 原始

的蓄積の強行による 「殖産興業, 富国強兵」 すなわち, 軍事的, 財閥的資本の保護育成にあ

った。 この時期の絶対主義官僚群の農本主義は, 一方資本の保護育成を強行し, 資本主義的

生産様式の移植を使命どしながら, 他方 自らの依拠する地盤と しての半封建的隷農体制を擁

護しなければならぬと ころに, 成立したものとされている。

それは, 大久保利通, 井上馨, 松方正義などの所説にみることができるが, 論旨はほぼ同

じなので , 一, 二の例だけをあげてお こ う。

「抑 も我邦は元来農を以て国を立つるを以て, 農の力を養い, 業に安んずる時は, 随っ’て

天下人心安 し , 於是政府は何等 の事を行ふ乱 暴虐無道を為すに非らざれば, 令必ず行

ぼれ , 効必ず成 り, 政治上の目的大に達 して, 国の隆盛期して待つべきな り。」 一 大久保

利通

「今夫れ農業は我国民過半倚て以て衣食をなす所にして, 国家万般の事業亦之レに基かざる

な し 。 農業盛んな らずしてよ 商工独 り盛んなるは国家の安全なるものにあらざるな り。 農

松方正工の二業併立し, 商業之を助成する ときは富国の実を挙ぐる亦難からざるな り。」

義 ∇

大久保のこの文章は, 明治政府成立直後, 明治 1̃ 3年lO) の全国的な百姓一揆の勃発, 地

租改正反対一揆, 西郷らり士族叛乱を前にした時期に出されていることに注目する必要 があ

る。 かの西南戦争後り幣制整理を推進した財政官僚松方の文意はまた, 明治10年代という時

期を背景にしてよまねばならぬ。 二

この場合の, 明治初期絶対主義官僚群の農本主義は, 成立したばかりの幼い明治政権の維

持, 安定とい う目的に規定され, (大久保の場合) また富国強兵の基盤と しての農業 (必ず

しも農村ではない。 農民ではもちろんないことに注意) の振興とい う観点に立つもの (松方

の場合。 井上などの見地も同様である。) であった。 `

この思想は, 後進国と して資本主義への出発を行なったわが国の実状を反映するも の とい

う こ とができる。 農業国であ り, 農村人口が圧倒的であった当時の明治政府と しては, 農業

の保護育成は, 富国強兵, 殖産興業の巡めに必要な ことであった。 農村を新政権の成立基盤

として安定させ, 農工併進のテンポの策定は, 当時の経済政策担当者の最も重要な課題であ

ったはずである。

そ うであったとすれば, この時期の絶対主義官僚群の農本主義を , 半封建的, 半隷農体制

の基盤擁護と規定するのは, 必ずし も当をえていないといえよう。

たとえば, 絶対主義官僚中の開明派, 井上馨が大農論者として, ブルジ ,l ア的農業改革を

唱道し, 松方正義が 「欧米カラノ学術」 の摂取をすすめ, 「時ヲ省キ, 費ヲ省クタ y二耕耘,

打穀, 磨碓, 濯漑, 運搬等ノ器械ヲ改良シ, 若クハ泰西ノ新器二換用スル事」 (『勧農要旨』)

を勧奨した事実は, た とえそれら0 意図が失敗したにせよ, その証左である。

桜井武雄氏乱 その事実に気づかなかったわけではない。 にもかかわらず, 半封建的, 半

諒農体制の維持のなかに, 農本主義をおし こめたのは, 桜井氏の 「帰する と ころは, 日本の

軍事的, 半封建的な資本主義の基盤たる農村の半封建的体制を代表し, 擁護し, 礼讃せんと

する もの」 とする農本主義理解にその原因を もっているとい う ことができよう 。

と ころで, 後期絶対主義官僚になると, 農業一 農村観はかなりその相貌をかえる。 初期

の政策的目的の 「農業振興」 が 「独立小農の維持」 に変わると ころに, その相違は明瞭に現
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116 山 本 尭

れている。 ふたたび桜井氏によって見よ う。

軍部官僚, 谷于城はいう, 「余が最も望む所は, 独立農業者, 即ち凡そ一町より二町位の自

田を自作し, ¬ 家数口寒く して凍えず↓凶歳にして死亡を免れ, 楽歳には一家団らん, きき

と ・して世を送るの民多からん事を欲する也」。 (『地租増徴論』 明治31年)

明治20年代から30年代に至る時期の保守派官僚谷于城, 品川弥二郎, 平田東助らによって

独立小農維持論がとなえられたのは, すでに憲法発布, 帝国議会の成立を画期と して絶対主

義政権の確立を見, それに対応して農村においては半封建的, 寄生地主制度が成立しつつあ

る時期であった。

ここでは, 骨格の出来上った明治絶対主義の体制維持の契機と, 軍事的契機が重要な意味

を付与され, 体制の基盤と しての農村秩序, それを支える独立小農の維持 (農業の保護では

な く , 農家の保護であることに注意) が最も重要な契機となっている。

こ こで こそ桜井氏のい う 「農本主義イデオロギーめ恰好な培養場」 と しての 「お くれた,

ミゼラブルな半封建零細農土壌」 とい う脆弱な地盤が, 動揺をおこし, その上にふたたび地

盤を補強する目的を もって, 紬r sich な農本主義イデオロギーが出現しえた し, せねばなら

なか った 。

そして このイ デオロギーは, よ り資本主義化かすすみ, 一方寄生地主制が確立した段階に

おいて, 更に変貌しつつ, その姿をあらわすことになる。 それは明治末期から大正期に至る

時期であ り, い う と ころの地主的農本主義がそれである。 二

「農国本」 「農業重視」 の思想はレ地主的農本主義に至って三たびその相貌をかえる。 寄生

地主制が体制と して確立し , 体制内的存在となった地主層は, 興隆しつつあるブルジ ョ アジ

ーとの対抗関係において, 地主的利益即農業ないし農村の利益と して, 農政運動を展開する

ようになる。 その時の理論的拠 り所と して登場したのがレ 横井時敬をはじめとする地主イデ

オr=1- ダによる農本主義思想であったのである。

-「農業衰退」 「農村窮乏」 は, 農村秩序の支配者と しての地主層と, その農村秩序に基盤を

おく天皇制絶対主義の支配層をゆるがした。 そ してすでに日清, 日露の両戦役をへて, 軍事

的 ・封建的帝国主義としての性格を露わにしつっあった日本資本主義は, この時期の農本主

義を して, 軍事的, 社会的契機にもっぱらその拠り所を求めさせることになった。

横井時敬にして乱 この時期の河上肇 (『日本尊農論』 をみよ) にして乱 論ずると ころは

極めて単純であって, 農村は革命の反対者であ り, 社会秩序の保護者であ り, 農は国を守る

所以であ り, 食料の自給独立である。 すなわち, 社会秩序維持と軍事国防と経済的国粋主義

がその基本的な論点をな してお り, それ以上ではない。 そ してその政策的帰結と してい う所

は, 「小農保護といえば, 即ち日本では農民保護である とい う意味に於て解釈して, 日本の農

政は即ち小農保護」 とい う 小農保護政策であった。 そ して農民と農業の名においてする地主

的農政運動の目標は, 農業保護関税と地租軽減。

この地主的農本主義に対して, 正面から批判を加えたのは, 福田徳三博士であった。 大正

3年, 社会政策学会第8回大会における福田と横井の論戦は有名であるが, 福田は 「日本農

業救済の道は唯一つ, 曰く資本主義の洗礼これな り。 か く て小農の減少をみると も毫も憂ふ

るに足らず, 寧ろ慶賀すべきのみ」 といい, 「欧州戦乱期における英仏両国大小農制度に関す

るアーサー ・ヤングの研究」 を発表している。

しかし , 福田博士は, ブルジ ョア的発展を展望はしたけれど乱 そのためにいかなる変革

が必要であるかについてはふれなかった。 寄生地主制の変革, 土地問題の解決は, 当年のブ
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農本主義思想史上における横田英夫 へ 117

ルジ ョ アジーのな し うる と ころで もなかったのである。

9) 桜井武雄 前掲書

10) 明治元年86件, 2年:L10件, 3年65件。 明治 1̃ 10年間の騒擾件数508件のうち, 半ば奮この3年でしめ

る。 しかも殆んどが対権力闘争の性格をもつ。 ¥

以上については, 青木虹二 「明治農民騒擾の年次的研究」 (新生社, 1967年) 参照

Ⅲ 横田英夫の農本主義思想

前節において, 官僚的といわれ, 地主的といわれる農本主義について概観した。 それは横

田英夫の農本主義思想との類似と相違をみるためでもあった。 いまわれわれは横田の農本主

義を検討すべき点にきた。

桜井武雄氏も官僚, 地主,・ 半封建的ブルジ 。アの農本主義につづいて横田に言及している。

桜井氏によればそれは 「農業危局開始 (明治40年代) 以峰 , 中小農没落必至化の傾向 と とも

にあらわれた小ブルジ ョ アの農本主義11)」 の代表と してであった。 そ して, 「中堅自作農を理

想化し, おな じ く 農本主義を唱道しながら, 横井博士のそれには, よ り多く地主的見地が露

出せるに対し, 横田氏においては, 明白に小ブルジ ョ ア= 中農的見地が現われている寸 と す

る。 要するに基本的には同じと見ているわけである。 そ して帰すると ころは 「漠たる農工併

進鼎立主義におわる点では, 全く前者 (横井一筆者) の轍をふむ。 しかし√ おなじ著者 (横

田一筆者) の数年後の論著 『農村改造か農村革命か』 においては 「唯一の合理的解決策とし

て 『農業を資本主義の極弊より解放すべきこと』 『農村の経済組織の改造を唯一の光明』 とす

る見地にまで発展 している。 発展は発展で乱 小ブルジ ョ ア農本主義の特色である空想的 ・

反動的な傾向への発展を示しているが, まだその後のファ ッシ ョ的農本主義にみられる如き,

回顧的, 復古的, 反動性の強烈さはみられない。」 とい うのが桜井氏の横田評価の結論なので

あった。

小ブルジ ョ ア農本主義と して, のちの橘孝三郎√権藤成郷などに接続し, それら ファ ッシ

ョ的農本主義の前駆をなす, とい うのが氏の見地であるが, この見地は武内哲夫氏や坂井好

郎氏にも引継がれている0 。

武内氏によれば, 横田は 「体制 ・反体制イデオロギーの中間にあって, 農本思想の中核を

形成し, 状況不分割主義レ協調主義, 理想主義, 精神主義の衣の下に, たえず革命的エネル

ギーを磨滅せさ , 客観的に体制イデオロギーの支え となる思潮12)」 のなかにある。 そ七て「こ

こに農本論の農民運動への定着と , 次代のファ シズムへの思想的萌芽を見出す」 とい う。 な

ぜ農本主義が農民運動に定着するのかの説明は全ぐなされていないので, 意味は不明である

が, 桜井氏よりも更に積極的にファ シズムへの傾斜を見ていることはまちがいない。

坂井氏もほぼこめ見地に立つ。 彼は横田を 「農民的農本主義」 と一応は規定しながらも, ″

「彼の思想は農本主義思想を一歩も出ていないのであ り, この点では地主的農本主義と 異る

と ころはないp)」 と断 じている。

果してそ うなのか。 空想的 ・反動的傾向の農本主義者であ りながら, 農民運動家と しての

実践を行なったのか。 地主的農本主義と異ると ころのない農本主義思想を抱持した彼が, な

ぜ農民運動の実践を行ないえたのか。 あるいは彼の実践した農民運動それ 自体フ ァ ッシ ョ的

農民運動であったのか。

横田の思想に入るまえに, 農民運動家と しての横田に光をあてだ 一柳茂次氏の横田評をき

し 7 5 卜
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横田が評論活動を開始した明治40年代は, 地主的土地所有の確立とともに, その矛盾が顕

在化した時期, 換言すれば農業危機開始の時期であった。 そ七てこの時期には 「国本培養を

かかげての農業保護のせび りと り」 と 「報徳思想をかかげた農民教化印」 の二つを内容とし

た地主的農本主義は, 現実の危機の深化の前に間にあわな く な りつつあった。 地主的農政運

動は, 農業保護関税→ 地租軽減→ 自作農創設 ・維持政策と力点を移しなが ら 続けられる

し, 農民教化も精力的に追求はされている。

しかし, 農本主義思想は, やがて農業危機が日本資本主義の体制的危機と合体するとき,

権藤, 橘らのユー トピア的, 復古的農本主義とな り , 青年将校のフ ァ シズム運動の一つの精

神的支柱となってゆく前にレ 一つの転回点にたった。几その転回点に位置したのが横田英夫で

あったのである。

もとも と, 農本主義思想は, 「農」 すなわち農業, 農村, 農民についての超歴史的な とらえ

方の上にたっていた。 すなわちその内部に, 地主と小作, 富農と貧農とい う分化, 対立を も

たない一体と しての農村であ り, 農民が彼らのい う 「農」 であったのであった。 それは歴史

的なものと し ては, 封建制から 資本主義への移行過程をつらぬいて存在していた小農制農業

と , それを基盤と した農村社会と して存在した とい う ことができる。 この歴史的な小農およ

び農村社会を, 永久不変なものにしたてあげ, かつ それを維持してゆこ うとする願望の上に

成立したのが農本主義思想に他な らなかった。

そして, 日本社会のもつ矛盾の変化と深化のなかで , さ まざまなヴァ リュエーシ ョ ソをも

って現れ出るこ とは前節において, みたとお りであった。 十

それが, 現実の農村が, 上にみたような一体化した農村とい う 観念から遠く はなれてしま

った時, 農民がまさに窮乏のふちに立っていた時, 農本主義思想は, 現にイデオロギーとし

て働きつつある地主的農本主義思想に正面から対立し , それ故に農本主義思想の枠からはみ

だしてゆかざるをえなかったのであ り, その役割を果そ う と したのが横田であった といえる

だろ う○ 。。 「

横田が農本主義思想の転回仏こたっていた とい う所以であ り, 横田の理論と実践の歴史的

意義もそこにあった。

と ころで, 「地主の地位が時々刻々と危 く丁 な り, 「天下の人挙げて農村問題を 口にす」 る

時, その小作農民の攻勢から, 地主的土地所有一 農村社会を守るためには, 地主的農政運

動だけでは充分ではない。 単なる農民教化の精神運動でも充分ではない。 地主的秩序の支配
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こ う。

「横田の理論は, 農民運動の主体的条件と して農民革命の展望を科学的にさ し示すものでは

なかった。 だがそれにもかかわらず, 10年前 (大正 3年ごろのこと一 筆者) , 対地主 ・小作

料減免闘争は農民の生活を守る唯一の方法であ り, 自然成長的な 減免闘争は全国的に発展す

るであろ う と 予言した横田の理論は, 階級闘争の発展のなかでの 『門』 と してまぎれもな く

革命的であったぴ)」

こ こでみられる横田評価は, 桜井氏ほかのものとは対耽的ですらある。 しかし , この評価

では, 農本主義者と しての横田は無視されている。 農本主義者横田の理論が 「革命的」 です

らあ りえた こ とは明らかにされていないのである。

われわれは, 横田の理論と実践に即して, 彼の農本主義が復古的 ・反動的な要素を含みな

がら, 同時に革命的であった ことの意味, その結節点を さ ぐるべき所へきた。

山
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する農村社会の安全弁であ る 中農層一 自作農の維持が積極的に唱えられたのはそこにあっ

たOそしてこり政策は, 没落に瀕している中農層一 自作農の不安とすぐそのまま結 び つき

うる要素をもっていた。 この時期の農本主義が, 絶対主義の危機対策でありながら, 下から

の思想と運動とに結びつき, なにがしかの有効性を もちえた理由懲ある。

いわば, 農村における階級闘争の激化のなかで, 農民の思想をめぐるするどい戦いが, 行

なわれていたのであるが, その場合, 長年にわたって教化され, 馴致されてきた農民に対し

てどのよ うな理論が有効であったのか。 横田はそのことを意識して彼の理論を構築したわけ

ではなかった。 が結果的に横田の理論は, 農民をつかんだめである。

横田の理論において, 農本主義思想が出発点になっていたことは, 前稿でものべたし, 多

く の論者がひとし く指摘すると ころでもある。

「我が国の農村は, 作物を生産せる所な りし と同時に, 最も健全なる国民を生産せる所な り

しにあらずや, 即ち我国は農業立国だ ㈲6)」

「かく の如き我国の農村は, 実に自需自給したる自作農制度を もって一貫し来れ り。 この自

作農制度は最も健全なる国民の生産に対し, 最も有力なる地位を占め来れ㈲7)」

これらの文章は他の農本主義者と異ると ころはない。 なかでも 自作農の一貫した重視は桜

井氏のい う小ブル農本主義の名に値するよ うにみえる。。

しかし , 彼の場合, 「中農の滅落」 を悲嘆しながら, それを こえて, 地主と小作との対立を

直視した。 ¥

「鳴呼, 吾人を して最早此上論ぜしむること勿れ。 自作農家の収支が均衝を失すること彼の

如 く , 其の多出少入の財政が危険なること彼の如し。 然るにこの自作農家以上に均衡を失し,

よ り以上に多出少入なる小作農家の経済が果していかかる状態にあるかは, 豊吾人の弁を ま

って後に知らむや18)」

彼の 「理論」 は 「小作制度は歴史あ り丿人情あ り, 慣習あ り……と語るに躊躇せず。」 とい

うような古さ一 誤りを もちながら乱 「小作制度の事実なるものは, 決して所説の如く , 徹

底し居るや否や, 吾人は之れに就ては甚だ疑義なきを得ず」 といわざるをえない。 「理論」 と

「事実」 の間を動揺しながら, 事実を尊重せざるをえないのである。 十

みるように横田は, 小作農と地主との事実としての対立を直視し, 小作農民の運動を , モ

の救済策と して提示したのである。

「飢えたる小作農民がゆくべき道は, 唯小作料低減運動あるのみ。 吾人は近き将来に於て小

作料低減運動が吾国の農村に頻発継続さるべきことを予言して憚らず少」 犬

「もちろんその運動はかの社会主義運動の如く , あ らかじめ計画せる運動にあらざれば, モ

の初期に於ては甚だ有力ならず, 時に前後あ り, 時に東西の別を生じて, もっ とも早くその

要求を よぎな くせられし地のみに起るべし といえ ども……ついには全国の農村をあげて そ の

運動地たらしめ, 全国の農民をあげてその運動者たら しむるはと うぜんにして, その最後の

形式を して, 全国を通じたる大合同たらしむべきは疑をいれずP)」 ☆

「小作料低減運動はもっ とも悲憤なる社会運動な り, 利益分配にかんする地主と小作農民の

階級闘争な り。 ……/」ヽ 作料低減運動が重大なる社会運動なるこ と, こ の悲憤な社会運動を先

駆こと して, わが国の社会制度が一転移の期を画し, 国民の思想の上に乱 また社会の事実の

上にも階級闘争的思想がびまんすべきことは, 吾人の今より予言して必ずあやまらざるを信

ずる所な り。 思ふに後年世界の社会運動史を編むものが, 日本における威力ある社会運動の

最初と:して起筆するものは, あるいはそれにこの小作料低減運動ならむかKI)」
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これらの文章のなかに自然発生性への固執, 逆に社会主義運動に対する嫌悪を よみとるこ

とは可能である。 しかし, ここには, 彼の理論の混乱や矛盾にもかかわらず, 階級闘争に対

する肯定がある。 何よ り乱 大正初期におけるこの的確な見とおしは驚く に足る。

彼の思想は, さ まざまなイデオロギーによって粉飾され, 歪んで もいる。 国家主義的な思

想は最後まで。残っている。 精神主義も色濃く まといつ く。

しかし , それにもかかわらず, 小作農民の立場への到達は, いわゆる農本主義者にはみら

れなかったし, 彼以後もない。 このことは重要ではないだろ うか。

この面か見ることなしに, 絶対主義官僚, 谷于城と同質ときめつけたり, 「地主的農本主義

と異るところはない。」 とする評価は明らかに誤まっている。 犬
坂井氏が名づけたように, 横田の思想は, 農本主義者と しての面では, 農民的農本主義と

よばれるにふさわしい。 しかし, 農本主義思想が 「農民的農本主義」 を通過して, どれほど

の混乱があるにせよ, 農民運動り理論に到達した ことに注意する必要かおる。

すなわち, 「唯二の合理的決路は, 土地制度の改革による農村の改造を要求することによっ

てはじめて開かれるぴ)」

そしてそれを支えるものは 「多数は所謂階級闘争場裏へ赴いて, 小作人生活の改善を計る

方法を どるであ ら う。 その方法は何か,

第一は, 小作料低減の方法

第二は, 小作権の法的保障

第三は, 現存の利益分配制度の変更

それ以上に進んで説明することは憚るが, この三つの要求は動かぬP」

「小作人の自覚は同時に此の要求を貫徹するだけの力の所在を発見し来るであら う。 曰く階

級的団結之れである14)」 し

く りかえすが, 彼の理論にどれほど混乱と矛盾があろ う と乱 彼は小作農民の運動を否定

していないこと, 階級闘争を肯定していることに注意すべきである。

結論をいそご う。

桜井氏のように, 農本主義を 「絶対主義天皇制を支える半封建的地主制を擁護するイデオ

ロギー」 と規定するならば, 横田はその中にはいない。 また, 「共同体的発想の上にたって,

農業や農民の存在を重視する」 思想とする安達氏の規定をみても, 横田はそのなかにはいな

い。 農村一一郷土一 共同体とい う発想は彼には全く ないものである。

しかし, 農業の重視, 農民の尊重を基本発想としていたこと, また, 「農者国本」 をその思

想の一極に持っていた こ と, な どからみれば, 農本主義者と よ。ばれる内容はもっている。 た

だ混乱を内包しながら, 地主的農政運動の反農民的性格を批判し, 基本的な矛盾を地主対小

作農民の矛盾とみる点において, 決定的にいわゆる農本主義の枠から はみだしているのであ

4) O

以上みてきたように, 横田の思想は, 思想の一面において体制擁護的な性格を もってはい

た。 それは国家主義的見地, 家族国家観などに現われている。 それは筆者が前稿で明らかに

したような彼の出自, 秩父の没落豪農の娘と福島県士族との間に生れ, 福島で幼時をすごし

た彼の生いたちにもよるものであろ う。 イ ンテ リゲンチュアで も 労働者でもなかった彼の思

想は古かったのである○ ㎜ ㎜ ■ ㎜■ ■

同時にも う一つの面において, 事実と して反体制的な性格を持っていたこ とを 無視するわ

けにはいかない。 そ うい う矛盾と混乱は, 彼がよかれあ七かれ丁農民」 的であ りすぎ, 農民

78



農本主義思想史上における横田英夫 121

に密着しすぎていたところにその原因があった。 十

たとえば, 小作農を農業労働者と見, 小作農の境遇改善を行うことによって, 小作農を農

民化するこ と, 農民と して再生することを 目ざした彼の理論の奇妙さは, 農本主義がそ0 つ

まづきの石であった。 そ してその農本主義が絶対主義的国家イデオロギーと結びつ く と き,

体制擁護的になるほかない性質のものである。

ところが同時に, 「農民」 的であったことは, 小作農民の境遇改善→ 小作料低減→ 地主

制解体とい う も う一つの思考ルー トを と らせた。 そ してそのルー トを とるこ とによってよ ま

さに農民の心をつかみ, 農民を行動に立ち上らせることができたのである。 結果的に農業資

本主義化への道を清掃する方向への役割を果すことになったのであった。 その点で 彼の理論

が, 農民運動の理論であ りえた理由があ り, 事実この理論のも とで, 彼の指導する中部日本

農民組合は, 激烈な対地主闘争を展開したのである。 その闘いぱ, 当時の若い左翼活動家O

目からみると 「貫徹手段の合法」 「争議は法廷戦術第一主義25」」 の限界を もったと評されてお

呪 その評価自体全く誤ま りではないにしろ , 「生活において農民が踏みこえないわ くを , 彼

も頭のなかで決して踏みこえるこ とができなかった26)」 とい う よ うな ものでは なかった。 農

民たちは戦いにおいて枠をふみこえつつあったのであ り27), 彼 も また農民たちがふみこえ ,

拡大する枠と と もに歩いていた と考えるこ とができるのではないだろ うか。

しかし, もし彼が本当に反体制イデオローグとな り, 反体制的農民運動家となることは↓

農本主義を決定的に克服するごとな しには出来なかったごともたしかであろ う。 その萌芽は,

後期の文章にあらわれてきている 「階級的闘争」 「階級的団結」 などの表現にみることがで

きるが, なお 「農民」 に密着しすぎたために, 資本制と地主制をふくれ日本資本主義の機構

をついに認識しえず, 国家の性格の正しい把握にも到達しえなかった。 つまづきの石は農本

主義思想であったのである。

11) 桜井, 前掲書

12) 武内, 前掲論文

13) 坂井, 前掲論文

14) 一柳茂次 「岐阜県農民運動史」 (『日本農民運動史』 東洋経済新報社, 1961年) p.717

15) 山崎, 前掲論文

16) 横田 (農村革命論J p.76 尚

17) 同上 p.76 ∧

18) 同上 p.111

19) 20) 同上 p.134̃ 135

21) 同上 p.135̃ 136

22) 横田 (農村改造か農村革命かJ p.178

23) 同上 p221 ‥

24) 同上 p.222

25) 坂井由衛稿 「岐阜農民運動小史」 犬

26) 坂井好郎, 前掲論文

27) たとえば拙稿 「大正期農民運動と村落構造」 (『岐阜大学学芸学部研究報告』, 第7号, 1958年) をみよ。

IV む す び

混乱と矛盾にみちた横田の思想は, 農本主義を基調としながら乱 一般的危機の段階, 大

正期における農本主義が, 必ずし も復古的 ・空想的な方向のみに帰結するのでなぐ, 発展の
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芽を内包していたこ とを示している。 十

体制的でありながら, 事実として反体制的であった彼の思想の発展は, あるいみでは, 農

民を背中に く っつけすぎた土着イ ンテ リの歩いた道とみるこ と もできる○ .I・

そ して以上のような思想を もって彼は農民運動に入っていった。 彼の指導した 中部日本農

民組合の綱領には, 「我等は尊皇愛国の大義を奉ず」 と ぅたったし, 彼のかいた要求書や声明

書にも理論的な誤まりはいくつも指摘できるのであるが, 農民, こ とに小作農民にとぅ ては,

そのことは問題ではなかった。 彼の思想の受け手である農民の発想には, 郷土主義も共同体

思想もなかっだ し , また横田の農本主義を受けとったのでもなかった。 農民にとって必要で

あったのは, 地主の支配する農村社会の秩序のなかから, 地主に対して立ち上る指針であっ

たのである。

1924年, 中部日本農民組合の結成とと もに会長にな り, 2年足らずの実践活動ののち彼は

死んだ。 中部日農の組織化と小作料低減, 込米撤廃闘争をたたかいながら, 1925年8 月10日

に開かれた無産政党組織準備協議会に, 製陶同盟の荒谷宗治 (名古屋) と と もに中部地方か

ら横田が出席28)している。 恐ら くそこでは右翼的な役割を果したに相違ないけれども, 「農本

主義」 はそこまで行ったのである。

農本主義の転回点に横田は立っていたのであった。

28) 「東海百年J p.172 (毎日新聞社, 1968年)
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