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馬借の歌           「日本開闢以来土民蜂起是最初也」 
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１ 解放理論の論争点（差別はなくなったのか） 

  部落民の苦悩とその闘いについて、此処数年来二つの対立する理論があるとされてい

る。「理論的」な学生部落研の連中はとくにこの対立を重視している。 

 私流に解釈すればその二つの傾向は次の通りである。 

一つは、現代の独占資本は、昔と違って、もはや部落差別などという封建遺制は必要と

しない。むしろ良質な労働力として部落民を労働市場へ送り出し生産過程に導入して行

く方が独占資本の傾向である。かくて部落は解放される。かつてこういう意見を代表さ

れたのが奈良本辰也教授であったと言われている。（「部落解放の展望」1961.1「部

落」132 号） 

もう一つの方は、確かに観念上の差別は弱くなった。しかし部落民は独占資本によって

ますますひどい生活におとされ、ルンペンプロレタリア化しつつある。もはや封建的な

身分的な差別ではなく、資本主義の階級差別・・・せいぜい臨時工、社外工であり、大

半は産業予備軍的な形で生活している。これが今日の部落差別だ。この意見は井上清氏

ら日共系の「理論家」によって主張せられた。奈良本氏への反論として井上清「部落問

題と労働者階級」（1961 年 5月「部落」136 号）がこれである。 

この両者はずいぶん違っているだろう。だがこの両者は藤谷俊雄氏が後で指摘したよう

に、次の重大な点で一致している。即ち、現代独占資本はもはや「封建遺制」を必要と

しないという点に於いて。（藤谷俊雄『社会構造と部落問題』1962.3.「部落」146 号） 

要するにこれら二つは左右の近代主義的な考え方なのである。特に部落民のプロレタリ

ア化を論ずる井上氏の場合、戦前の労農派的な傾向に流れていると考えられる。しかし

とにかく、部落問題が部落問題としてあった歴史的内容を現代の独占資本は解消して行

くという二つの見解は全く画期的である。  

  部落差別を江戸時代と同じ意味で封建的身分差別と考えている者は、解放運動に関係

している者では誰も居ないだろう。私は、前二者とは違って従来強調されて来た「封建

遺制」的な部落問題の把え方を、日本資本主義の特殊的な構造的把握、即ち、日本帝国

主義の成立とその展開の問題として再び把えかえそうと思うのだ。 

農業問題や民族問題と同じくもはや資本主義の論理では解決することの出来ない問題

の一つとして、部落問題が基本的に論じられねばならず、しかもそれが資本主義の帝国

主義段階に於いてであることが大事な点なのである。 

 「資本主義が発達すれば部落は解消される」とか「上は天皇制下は部落」というよう

に「天皇制絶対主義」なるものの根拠のように論じられ、帝国主義の問題がすっかり忘

れ去られるようでは、事態の本質は何も分かりはしない。 

２ いわゆるエタ解放令について 

 明治元年 3月 14日「王制復古」をなしとげた明治政府は天地神明に「旧来ノ陋習ヲ

破リ天地ノ公道に基クヘシ」の五箇条の誓文をちかった。明治 3年 9月 19 日、平民の

苗字使用を許し、同 4 年 8 月 16 日、平民に＊高袴割羽織の着用を許し、同月 23 日、



華族平民間の婚嫁を許す等一連の開明策をとった政府は同月 28 日、大政官布告第 61

号「穢多非人等之称ヲ被廃候条自今身分職業共平民同様タルヘキ事」を発した。かくし

て部落民は、長い封建制下、社会外の社会に閉じ込められてあった身をはじめて普通一

般の人間社会に置くことが出来た。部落民の真の歴史は此処から始まる。近世封建社会

あるいはそれ以前の社会に於いて、部落民は決して日本社会の根本的な問題ではなかっ

た。その蔑称の通り牛馬に等しい物的生産手段として使用せられた。「穢多」「非人」

は「人外の人」であり、その部落は「町外の町」「村外の村」であった。彼らは封建領

主の武具でありなぐさめものにすぎなかった。明治 4年のいわゆるエタ解放令は、これ

ら部落民が近代日本の市民社会の平等なる一員であることを法制的に確認した。部落民

は解放された。封建制下の封鎖的な「村外の村」「町外の町」から解き放されたのであ

る。この「エタ非人」ら 50万余の部落民達が歓喜して放たれていった近代日本階級社

会は、しかし、彼らを近代的な市民として遇するには、歴史的な周囲の情勢は余りにも

厳しかったのである。 

  エタ解放令の必然性は、幕末明治維新の中の部落民達の解放への闘いと先進資本主義

国に影響された明治政府初期の開明性にあるが、明治 3 年、この解放令に与って力があ

った大江卓が民部卿大木喬任に建議した「穢多非人烟亡を平民となすの議」を見れば解

放令の歴史的意義は一層明瞭である。此処に於いて大江は部落民をして諸工作の業を伝

習せしめ、牧畜、開拓をやらせ、消防夫、「ポリース」となして行くべきであると主張

し、封建的身分差別が如何に産業の発達に障害になるか論じている。日本が資本主義化

していく上に於いて、部落民への解放令は全く必然的であった。 だがこの解放令は、

部落民をして大江のいうように「年月を歴るに従い又漸次に二三の権利を与え遂に平民

一途の域に至らし」（建議）めず、むしろ彼の晩年を「帝国公道会」の融和運動に没入

せしめたのである。 

 エタ解放令は、部落民を近代的な市民として解放するかに見えたが、それは間もなく、

以前よりもはるかに強大な身分差別の牢獄への進軍ラッパであることが判然として来

た。 

 部落差別は単なる「封建遺制」ではない。この「封建遺制」はエタ解放令を合図とし

て、日本資本主義の特殊的な発展の中に構造的に内包された。部落民が解き放たれてい

った当時の日本資本主義は彼らを近代的な市民として受容れることは出来なかった。

「資本論」で展開されているような資本の本源的蓄積過程は日本にはあり得なかった。 

 いわゆる資本の本源的蓄積過程の特殊日本的な停滞的展開、生産者が生産手段から切

り離され封建的な人身的隷属関係から解放されて、「自由」で近代的なプロレタリアー

トとして都市に創出されて行くこの過程の決定的な未展開こそ、地主・小作関係や、被

差別部落に象徴される前近代性を、日本の近代社会に広範に残していった理由である。

それは当初単に 19世紀世界資本主義の帝国主義段階に後進資本主義国として自己を登

場させた日本資本主義が、帝国主義列強にけおされて、比較的小規模な工業生産を強い



られたことや、最初から既に高度に機械化された生産であった故、資本構成の高度化を

通じていわゆる相対的過剰人口をつくり出すことが出来たということで、土地制度及び

農民に対する身分的封建的束縛を形式的に近代化しながらも農村社会の前近代的な諸

関係を徹底的に分解し大量のプロレタリアートを日本資本主義に創出する必要をなか

らしめたというだけではない。それは次に日本資本主義への直接的な強展開を余儀なく

され、そして自己をアジアに於ける侵略と反動の拠点としてれっきとした帝国主義国に

形成していく道すがら、自己の内部に不本意ながら残して行った日本の社会のその前近

代的外被をさしも残さず再編成し新たな情熱に肉化して展開せしめたということであ

る。既に歴史的使命を終えた「腐朽しつつある資本主義」（レーニン）としての帝国主

義は、如何なる意味に於いてもマルクスの時代（産業資本）のように革命的でも民主的

でもない。 

 この資本は自由競争を転じて独占資本となし、グローバルな侵略と戦争にのみ死活を

かける。封建的な束縛も植民地も民族問題も何一つ解決することなく抑圧し再編成して

支配し収奪する。 

 農村に於いて資本家的な農業経営を生まず、農民層を奇形的に下層へ下層へと分解

し、苛酷な高率小作料にあえぐ厖大な「反封建的」過小農を狭い土地にくらいつかせ陰

惨な前近代性に停滞せしめたのである。 

そしてこの日本帝国主義はその過小農社会を絶好の巨大な産業予備軍のプールとして

労働力の再生産を驚くほど格安にし低賃金策の根底としながら、その基幹産業の労働者

の搾取支配形態に於いてもいかんなく前近代的な身分関係・・・職員・工員（本工）・

臨時工の職場、あるいは、封建的な家族制度的観念、企業帰属意識の年功型賃金制を強

固に編成し利用しつくすのである。農村の過小農・基幹産業の職工の悲惨の群像にさら

に 5人以下の小工業にしばりつけられた職工のどん底のむれを描き合わせるならば、エ

タ解放令によって放たれた部落民の生きるべき苛酷な社会のほぼ全容がつかめる。 

 日本資本主義社会に解放された部落民は大体四つの段階をふまされる。第一は、日本

資本主義の初期に於いて、その存在が「文明の教化を障碍する」として部落民を「平民

一途の域に至らしむべし」（大江卓・明治 4年 1 月の建議）とした開明的改善的な施策

をほんの形だけ恣意的温情的に与えられる段階。 

第二は、日本資本主義が帝国主義として本格的に稼働する大正期以降昭和 12 年の日中

戦争開始に至るまで。この時に於いて部落民は民間の融和団体や政府からの大規模で系

統的組織的な施策の対象となるが、それは主要には改善策であるよりも普通民との融和

施策が強調せられている、即ちこの時期に於いては日本帝国主義は部落の温存を政策的

に追求し、融和運動それ自体を予算をかけて自己目的化している。 

第三は基本的には第二の融和政策段階の性格を特殊的に戦争政策・・「大東亜戦争」に

動員し、その最前線に立たせる政策である。「肉弾三勇士」はそのいたましい犠牲であ

った。この策はエタ解放令当時のそもそものはじめから各所で主張せられていたもので



ある。 

 第四は戦後革命の敗北と民主化・さらに日帝の復活から現在。 

 第二以降は、日本帝国主義がその根底に巨大な産業予備軍のプールとして農村に大量

の過小農を、農村更正運動、米価維持政策、自作農創設政策、「皇国農村」確立政策等

を通じて一貫して保護蓄積して来た時、それをより一層低次元で分裂的に補完する部落

の底位性を政策的に温存してきたものであるが、単に社会政策的な問題だけではない。

この時期に於ける「融和問題」の対策はすぐれて日本帝国主義のイデオロギー的な内実

を、本領としたと考えられるのだ。 

 ロシア革命が国際帝国主義の最弱の環を断ち切り世界革命の突破口を切り開いた衝

撃を、全世界のプロレタリアート被抑圧人民に与えた直後にまき起った大正 7年の米騒

動に於ける日本人民の闘争力は日本帝国主義者共の心胆を寒からしめ、自後社会主義運

動を急速に展開せしめ、都市に労働争議、農村に小作争議を激発する端緒を開いた。こ

れに対して支配階級は人民を抑圧する上に於いて大逆事件で示したゲワルト体制を整

備するとともに暴力で以て抑圧しきれぬ民衆の闘争力を宥和し、むしろそのエネルギー

を帝国主義的な海外進出と軍国主義的熱狂に昇華することを考えなくてはならなかっ

た。部落民を死錘とした思想運動・・融和運動はその一つの絶好の口実であった。「総

ての人の握手」（同愛会会長有馬頼寧）「倶に相携へて日本精神の昮揚徹底」（融和事

業協会理事三好伊平次）、これが「同胞融和」運動のスローガンである。 

大正 11 年の全国水平社の創立は、肉体的にも精神的にも部落民が帝国主義の死錘とし

て構造的に内包され、もはや如何なる部分的な改良でもなく全面的な解放よってしか、

自己の鎖を断ち切ることが出来ないと自覚した結晶であり、それまでのアナーキーな半

失業者的産業予備軍のルンペンプロレタリア性を帝国主義と真っ向から闘う組織的軍

団として止場した優れた先陣を示すものであった。「人の世に熱あれ、人間に光りあれ」

の水平宣言は高らかな人間的香気を放ち鮮明な感動を日本階級闘争の始源にこもらせ

たのである。 

 かくてエタ解放令よって放たれた部落民達は「人外の人」「社会外の社会」から脱却

して、社会の根底的な鎖の一環につながれ、そして社会の根底的な解放の一環に自己を

位置づけることによってはじめて、そのエタ解放令の歴史的使命を完遂したのである。 

 融和運動は何よりもこのような形でしか明治天皇制社会に解放されなかった部落民

達の意識を、全面的に粉砕し懐柔する運動である。そればかりではない。天皇政府はそ

のことを「一般普通民」に強制することによって一層恐るべき相互思想統制、帝国主義

思想高掲運動に転化し、労働者階級本体の階級意識を解消する有力な手段にしょうとす

る。「聖旨に背く」「反時局的である」として差別を禁ずることによって、国民の「聖

旨」や「時局」認識を反作用的自動的に高めて行く。融和運動、融和事業の本質はこれ

である。  

 



３ 日本近代思想と差別 

 上部構造の自律的展開を把えることは、その現実性をとらえることであるが、思想の

特殊日本的な展開の中に差別意識の現実的な必然性を剔抉しなくてならない。それは、

一つには文学、もう一つには教育に正面切ってあらわれてくる。 

 「純枠経験」という主体と客体との分裂以前、主客の未分化から出発した西田幾太郎

には西洋哲学の主観と客観は「実在ではない」「時間と空間のように経験の形式である。」

と見えた。確かに日本の近代社会は、そのような思想を実在とはさせえなかった。主観

と客観の対立、唯物論と観念論の対立は、ただ形式として頭の中に移入せられたもので

あった。せいぜい「主観と客観の差は程度の差」であり「両者対立の背後には包括的全

体がある」のであった。 

 その「包括的全体」なるものが解体して主客の対立に分解していかずに、やがて主客

が「一実在の相対せる両方面」として「即ち、我々の主観といふものは統一的方面であ

って客観といふは統一せらるる方面である」という形で展開し、形式的に「精神」と「自

然」が論じられるが、しかしそれも「一方に於いては無限の対立衝突であると共に、一

方に於いては無限の統一である」としてその合一を「神」とされ、そうして再び「主観

客観の区別を没」するというのである。 

 支配者のイデオロギーは、うそとかデッチ上げもあるけれども、基本的には、物質的

根拠を持つ現実の力である。天皇制ポナパルティズムの思想的表現として、西田哲学は

最もリアルであっただろう。我々が部落問題を帝国主義の問題として全面的に把えよう

と考えるなら、その上部構造のイデオロギーに於いても、前近代的な差別意識が日本の

近代思想の構造的な論理として内的に残存し、結合せられ、さらには再生産されている

と考えて至当だろう。「善の研究」に於いても、前近代的なスタティックな（東洋的な）

「無」が、近代的な矛盾の形式を与えられてダイナミズムを得、強展開し、より高次な

肥大した「無」として完成する論理を見ることによって、封建的な部落差別の意識が生

きておれる母体を確認出来るであろう。 「無の弁証法」は近代日本の現実社会の思想

的展開として問いかえされねばならない。 

 世界資本主義の帝国主義段階に急速に自己を形成した日本資本主義は、にもかかわら

ず自己の内部に於いて、旧体制の物質的精神的世界を完全に破壊し解体されることな

く、温存し再編強化して来た。 

 このような日本の社会が、とりわけ農村社会が、どんなに陰うつで停滞的であったか、

文学において我々は西田の論理を具体的に見ることが出来る。 

 島崎藤村の「破戒」は、差別小説であると言われる。けれども私は、この小説をただ

の差別小説として捨て去ろうとは考えない。この「破戒」を一個の論理学として読むこ

とによって「近代的自我」なるものを、生み出そうとして重苦しい生みの苦しみを苦し

みながら結局天皇制イデオロギーに止掲されて行く日本近代思想の運命をあとづける

ことが出来ると思う。「部落出身の丑松というよりも、むしろ藤村が自分の内面を託す



るために作りあげられた人物にすぎない」といわれるのは全く正しいのである。 

藤村が苦心して作りあげたこの「丑松」という概念の自己展開こそ、日本の思想の特殊

的展開を最もリアルに示している。むろん「破戒」には低次元における部落民の苦しみ

の姿が、厳しく感動的に描かれているところもある。しかし部落差別を内包した「丑松」

は、あくまで藤村が対象化した内面なのである。 

 「新しき詩歌の時は来りぬ・・・」とういういしく傷々しい明治のロマンティシズム

をうたった藤村が「吾胸の底のここには言いがたき秘密（ひめごと）住めり・・・」と

いうとき、そのひめごととは何であったのか。清らかな感情が解かれて流れる「若菜集」

の詩人が革命的詩人ハイネにならずに、差別小説だと言われる「破戒」の作家にねじま

げられる近代日本の論理は何であったか。日本の現実から蒸発することによってしか部

落民である自己を解放し実現することの出来ない「丑松」の論理こそ、藤村の頭蓋骨の

限界である以上に日本近代思想の限界ではなかろうか。「丑松」という概念には、部落

出身であるという自己を隠そうとする戒めー封建的な身分差別を自己承認させられる

死錘が、全身に深く秘められてこの物語は出発する。 

 明治 4年の解放令は「エタ非人」の呼称を制度的に廃したが、それはただ「エタ非人」

そのものに対して新なる呼称を追加しただけであった。「新平民」これが近代日本の風

波の中に投げ出された部落民への皮肉な命名である。都市部落では部落から一歩外に出

て都市の中に自己を吸い込ませていくならば、外面的には部落民であることはわかりに

くい。農山漁村の部落においてはむしろ町へ入って行くことによって、部落民であるこ

とが自他ともに鮮明にされる。部落差別の原型は農山漁村にあるのだ。千曲川の美しい

流域に汚辱にみちた差別意識と、その下に埋もれたとこしえの恨みと怒りの墳墓が人知

れず散在することは想い起こすだけでもつらいことである。千曲川にうつる美しい自然

とそこにくりひろげられる陰湿な、前近代的な人間関係の中に設定された一つの概念

「丑松」。時代はようやく日本が自立した後進帝国主義として本格的に内外に稼働しは

じめた頃であった。部落の上層の一部はすでに自由民権運動にも参加しているし、自由

主義思想家、社会主義者たちもこの問題を正面から論じたて、部落民自身の自主的な組

織も各地で結成されつつあった。「丑松」は父とともにはやくから自己の部落を離れ、

師範学校を出てはじめて明治の現実社会に足を踏みいれたのである。そのはじめに「丑

松」の身体には、「身の素性を隠せ」という父の戒めが重く貫かれてあった。 

 「丑松」というものが、もしただこれだけのものであるなら話は何も起こらない。だ

が「丑松」の中には今一つの強烈な要素、猪子蓮太郎の思想の火花が入っていたのであ

る。「素性を隠せ」という父の戒めには何らの前進への力はない。むしろそれは青年の

中にあふれる力と情熱を鬱屈した内面世界にとじこめ、人間的本性を自らおし殺して、

植物のように封建的な土中に埋め込んでしまう力なのである。蓮太郎が発した自由への

思想のイスクラは封建的な概念「丑松」を切り離して自己展開力を与えたのである。「丑

松」の中に前近代的なものと「近代的」なるものの激烈な自己矛盾の闘争が内攻し、内



に蔵した死錘、父の戒めをめぐってのたうつ苦闘がはじまるのである。「素性を隠せ」

の戒めか「我は穢多なり」の宣言か。だが「我は穢多なり」の闘いの宣言は「丑松」は

どうしてもできなかった。そうすることは自分自身が「穢多」であることの社会的確認

を強いられ、居心地のよい教壇の上から放遂されることになる。猪子の思想に引きずら

れることによって父の戒めの死錘は一層重くなり、一層苦悩にみちた鉄鎖となって「丑

松」の五体を縛りつける。このことは藤村が描いた猪子の自由思想そのもの、「丑松」

にうつった猪子蓮太郎そのものの内容に関係がある。 

 即ち封建的な身分差別を承認した父の戒めを内に秘め、封建的な世界に土着していた

「丑松」という概念を形式的に切りはなし矛盾を与え、展開力を与えながら、その父の

戒めの錘りを尐しも軽くすることなく、「丑松」を一層内へとじ込め、幾十倍の封建的

なガン細胞を拡げていく結果になるというのは、正にその藤村が描いた猪子の思想性そ

のものが問題なのである。前近代的なものと「近代的」なものとは「丑松」の体内で不

可分に結合して、今やのっぴきならない部落差別の苦悩の固まりに化しているのだ。「蓮

太郎が残して行った新しい刺激は、書いたものを読むにも勝る懊脳を与え」「胸を流れ

る活きた血潮の若々しさ」は「内部へ内部へと閉塞って了って働いて出て行く道が解ら

ない」のである。 

 だが、藤村は猪子自身をして次のようにいわせている。「ああ、いくら吾々が無智な

卑賤しいものだからといって、踏付けられるにもほどがある」と。こういうわけで猪子

は選挙活動をする。「丑松」は尊敬する猪子先生を弁駁するために、「憤怒と苦痛」の

形相ものすごく「噫、開花した高尚な人は、あらかじめ金牌を胸にかけるつもりで、教

育事業などに従事している。野蛮な、下等な人種の悲しさ、猪子先生などはそんな成功

を夢にも見られない。・・・悲しいじゃないか勇ましいじゃないか」といっている。 

 猪子の「新しい思想」は卑屈にも差別を自己承認した「丑松」を明治の容赦ない現実

の中に引き出し展開させたが、その「新しい思想」自身、「無知な卑賤しい者」として

「野蛮な下等な人種」として部落差別をもっていたのである。「丑松」の自己矛盾はか

くて表面的であり、最も重大な点、部落民自身の人間的自覚において何ごとも対立せず、

内的にゆ着してあったにだ。 

  父の戒は強烈に再編され、肥大し重量を加えて死錘に耐えず、概念の一切の展開力を

喪失して「丑松は」特殊な日本資本主義の農村社会の差別の重壁の前に身を屈してしま

うのである。これが小説「破戒」の持っている論理なのである。 

 戦前の融和教育（同和教育）がどのような論理で展開されたかについては、後に見る

のであろう。これが水平運動を撲殺し天皇制イデオロギーの先兵的な担い手として部落

民を教育し、同時に「一般普通民」をして部落差別を「融和」的に承認する思想を譲成

するものであったことは言うまでもない。 

 「丑松」は差別に屈服し差別から逃亡した。部落解放運動は「丑松」の体内からは生

まれない。「丑松」の苦悩、矛盾が部落民の人間的憤激を動力としたものではなく、そ



れ自身部落差別を承認した「新しい思想」によって「卑賤しい穢多の子の身」を包みか

くすことが出来なかったギマン的な苦しみ、表面的矛盾であったからである。 

 この「丑松」の論理の破産こそ、来るべき我々部落民の闘いの真実の理想が何である

かを予告するものでなくて何であろうか。 

 藤村は、無意識ながら三百万部落民の真の闘いの理想と実践が生まれるために、死す

べき思想が何であるかを見事に描ききったのである。差別を内包することによって「丑

松」は死んだ。自己消滅した。されば闘いの思想は、差別の一点のくもりもあってはな

らない。 

 喪なわれた人間性を奪回する力と情熱にあふれ、もはや差別のために悲しみ苦しむだ

けではなくて、その苦しみが部落解放の組織的な実践的な闘いの苦しみにとってかわ

り、差別の涙にひたるのではなく、涙をぬぐって嵐の闇夜に出て行き、全世界を獲得せ

ねば終わらないそのような人間の思想を展開しなくてはならない。 

だがその前に我々は次のことを確認しなければならない。 

 即ち、日本資本主義の特殊的な展開は主体的にいえば日本階級闘争の特殊的な展開で

あり、それは何より労働者階級の階級意識の未形成の問題にあることだ。 

 前近代的な要素を広範に内包し再生産しながら「近代化」していった戦前の日本にお

いて、日本プロレタリアートは如何にして階級意識を獲得したのか。家、学校、軍隊で

きたえられ工場や農村にがっしりしばりつけられた日本労働者人民の闘いの論理は、ル

カーチや悌教授のようなマルクスの純粋原理ではどうしようもない。「資本論」を賃労

働者の自己意識の哲学＝弁証法として読んだ悌教授は偉大であるが、その自己意識とし

ての賃労働者の階級意識の形成過程が、帝国主義的段階の現代に於いて如何に特殊的に

展開されるのかを語らぬ限り、単なる賃労働者の「理念」論にすぎない。 

 日本の労働者階級は資本家の前に「自由」でも「平等」でもなかった。基幹産業の奥

深く前近代的な家父長制が根をはり、労働者は互いに親分、子分の関係で結ばれていた。

同じ村の者、同じ血族に属するものが同じ職場仲間を作る傾向にあった。年功序列賃金

制を核とする年功的労働力構成は、日本資本主義の労働者支配の体系である。この体系

にあってこの体系を止揚する闘いは資本家の前に「自由」で「平等」な労働者の純粋原

理とは大分違っている。ブルジョワ民主主義的な権利意識に目ざめたもの同志の結合で

はなく、血縁的な、地縁的な、家父長的な外被を媒介して結ばれている労働者の闘いは、

はるかに重くはるかに停滞的に見えるのである。資本主義の人間の自己疎外のみなら

ず、それに深く結合した自己と社会の前近代的な要素をも揚棄しなくてはならない。世

界的には後進国の民族解放闘争、農民運動、さらに、日本的には、部落解放運動を内包

する帝国主義段階の階級闘争の実現は、資本家と労働者の対立という原理論では無力な

のである。 

 

４ 米騒動と水平社創立 



  1918 年 7月 23日の夜、富山県下魚津町の漁民の主婦らの語り合いから爆発した米騒

動の嵐こそ、日本全土をおおったロシア 10月革命の力強い波動であった。近代日本の

階級闘争の本格的「端緒」をなした電撃的な人民の蜂起に、ブチブル・ジャーナリスト

は恐怖と期待に筆を躍動せしめ、ブルジョワジーは軍隊と警察部隊を総動員した。立ち

上がった民衆は北海道東北を除く全国各地、中央政府の支配機構を解体的危機に落とし

入れた。 

それは、当時の社会主義者グループのこの米騒動に対する「日和見主義的過小評価」や、

今なお主張せられている「雑多の群集」による「小ブルジョア」の行動という評価（米

騒動の研究」井上清）ではなく、はっきりと、日本が帝国主義段階に全面的に移行した

時の、都市、鉱山の労働者階級、下層民、貧農漁民による、帝国主義体制に対する革命

的一斉蜂起と考えなくてはならない。この騒動には自後日本帝国主義に対決しなくては

ならないあらゆる階層の人民・・それは、造船、鉱山の重労働者から各種の工場労働者、

前近代的な種々の労働者、職人、貧農、漁民、女子供、ルンペン、そして私が主に語ろ

うとする部落民ら・・が天皇制ボナパルティズムの強権に屈せず、憤然と立ち上がり、

あらゆる革命的な行動・・哀訴から集会、示威、放火、うちこわし、労働のサボタージ

ュさらには、鉱山では火薬庫占領によるダイナマイト・・を駆使して闘ったのである。 

むろんこの騒動には、当時の社会主義者は入っていなかった。起ちあがった民衆も、こ

の騒動を、永続的に、支配階級の打倒と革命的自己権力樹立の方向に組織化する闘いを

なしえなかった。がしかし米穀商、資本家、役場、警察、市長村長、郡長、米取引所、

高利貸、遊廓、豪農、肥料商、新聞社、炭坑資本家、農商務省、帝国主義ブルジョワジ

ー鈴木商店らを次々と襲撃しうちこわし焼きはらい、天皇制政府の警察、軍隊と衝突し

ていった民衆の直接的な実力行使は、短時日の中に高い意識性を自ら養い、一定の目標

に向かって、意識的な組織された軍団を急速に形成することなしには不可能事であった

はずだ。暴騰した米の移出阻止、米安売りの強制、労賃の引き上げを直接的な大衆的要

求としながら「奸商」や寺内内閣をはっきりと指さしていた。騒動の中に行きかう無名

の指導者達、前衛等がなく、共産主義のオルガナイザーが不在にもかかわらず、大胆で

俊敏で断固たる行動を街頭に展開した無名の戦士達は、帝国主義のありとあらゆる悪を

こなみじんにたたきつぶして行ったのである。 

  前記の井上清や「日本帝国主義史」を書いた小山弘建は、この米騒動を「終始突発的

で非組織的である」として、「自然発生性」とアナーキー性を強調し、これが日本人民

の革命的行動であることをほぼ否定するかに見える。 

  注ー小山氏は言う。「米騒動自体は、資本対労働、地主対小作という一定の明確な階

級関係闘争ではなく、したがって特定の生産関係を基礎としての意識的な階級闘争では

なかった。 

  ルン・プロの「巨大なエネルギー」は認めるがその革命性は認めない。「事件の客観

的な政治的歴史的意義の重大さ」は認めるが「騒動自体の中には政治的目標」ははっき



り見られなかったとという。これらの評価は、服部之総氏らの「日本に於ける民主主義

革命の烽火」という低次元の評価と表裏をなして、帝國主義段階に於ける労働者、都市

農漁村貧民の社会的矛盾の爆発に対する闘いを正当に理解することが出来ていなとい

わねばならない。第 1 次大戦後 1918 年を前後する日本階級闘争の本格的展開、「友愛

会」の戦闘化を軸とする労働組合運動、日本労働総同盟の成立。地主と協調的であった

小作人の組合戦闘化と日農の結成。種々の融和主義団体とはっきり対決する部落の絶対

解放を目指す部落民自身による全国水平社の創立等を見るならば、米騒動を以て、「民

衆の巨大なエネルギーは街頭の暴動に爆発してたちまち消耗されるほかなかった。」と

か、あるいは「民主主義者の勢力がもっと強くて且つ組織されていたならば」といって

「民本主義者」らに指導を期待（「米騒動の研究」井上・渡辺）する者らのこの騒動に

対する驚くべきわい小化の過ちは明白になるであろう。 

  米騒動の主要な担い手となった農漁村、都市の下層民の存在そのものが、すでに述べ

てあるように、日本帝國主義によって社会政策的に温存され来、もはや如何なるブルジ

ョア的な成長の機会も与えられず、基幹産業の労働者の低賃金を支え、より一層低い労

働力商品の給水源として農村のささやかな土地に、都市のみじめな雑業にしばりつけら

れて来たということ、まさにこの所に問題の根源的事態があったのである。部落民がこ

れらの中でも極端に低位で、しかも封建時代そのままの身分的差別「人間外人間」とし

て分裂的差別的に位置づけられていたのである。 

  米騒動で最も戦闘的に闘ったといわれるのが部落民である。 

民衆は、闘いの中で部落差別をすることはなかった。部落民は自ら最もよく闘い、闘い

を高揚させる中にしか、「普通民」との階級的連帯がないことを知った。部落民を含む

下層民をルンペンプロレタリアという人がいる。だが資本主義初期とは違って、帝國主

義体制下のルンペン・プロは、自己を帝國主義と闘う階級的組織としてきたえあげるこ

とを学ぶことが出来るのだ。水平社の創立は正にこれである。 

  1922 年京都岡崎で発せられ、高らかな人間的香気にあふれたあの全国水平社創立宣

言こそは、日本階級闘争の本格的展開を開始するにあたって、部落民の血で印刻せられ

た金字塔である。 

   『全国に散在するわが特殊部落民よ団結せよ！』 

  部落民であるという自己意識を持つことは苦しいことであり、悲しいことである。し

かし否応なく部落民は部落民という自己意識を差別の現実の中で持たされる。そうであ

る以上部落民は、この自己意識をうちきたえて、生きていくために闘わねばならない。

闘いの武器、闘う団結力にこの意識を組織化しなければならない。部落民であるという

意識は確かに止掲されねばならないが、部落民が完全解放されるまでは、この意識を喪

ってはならないし喪うことが出来ない。 

  「・・・呪はれの夜の悪夢のうちにもなほ誇り得る人間の血は、涸れずにあった。そ

うだ、そうしてわれわれは、この血を享けて人間が神にかはろうとする時代にあったの



だ」この部落民であるという自己意識には「人間の血」がはっきりと自覚され「この血

を亭けて人間が神にかわる」という誇らかな人間的自覚が貫徹している。 

  『此の際われらの中より、人間を尊敬することによって自ら解放せんとする者の集団

行動を起こせるはむしろ必然である。』 

人間的自覚によって貫かれた部落民としての自己意識は、組織的な自己運動として物質

的に展開しなくてはならない。 

  何百年もの長い差別の歴史に抗して、一切の同情や融和政策を拒否し「われわれ特殊

部落民自身の行動によって絶対の解放を期す」ことを自己と世界に宣した部落民の前に

は、いうまでもなく一歩進むごとに骨肉を刺す荒々しい茨の道が横たわっていた。 

  サーベルを引き抜いた天皇制ボナパルティズムの強権は容赦なく部落解放の頭を砕

き胴体を裂いた。帝國主義列強の植民地分割の争いが日増しにしれつになり、日本帝國

主義の「大東亜共栄圏」の侵略的構想が着々と進展する中で、階級闘争をさしも残らず

解消する「国民皆和」「同胞融和」の好餌として「融和問題」がたくみに利用され、一

般人民の優越的同情と部落民の卑屈を天皇の「一視同仁」の針金でくしざしにして結び

つける諸種の融和事業や教育宣伝が国家的規模で展開される時、急速に横断的組織化を

なしつつあった全国水平社は、「明確なる階級意識」の筋金を改正綱領にすえて、「無

産者運動」との連帯の下に、「差別徹底糾弾闘争」を敢然と展開していった。 

われわれはその優れた典型を大正 15年の帝国陸軍福岡連隊に対する糾弾闘争と反軍闘

争、昭和 8年の高松地方裁判所の差別裁判に対する差別裁判糾弾闘争等にみることがで

きる。猪の肉に茨のトゲが刺さったごとく、部落民の決死の闘いは、天皇制ボナパルテ

ィズムの神経系統＝「封建的」身分制に鋭く突き刺さったのである。 

  水平運動の特徴は、そのおかれた客観条件からして、直接的な反権力闘争となった。

一般的な社会運動に対する弾圧をもろに受けただけではない。その闘いが家父長制的な

天皇の下での「臣民」の「同胞」性＝国家の戦前型公共性を真っ向から突き破ろうとす

るがゆえにダカツのごとく権力から忌避されたのである。 

  激しい闘いの中で解放の理論を求めて来た部落民達が組織的危機をかけて何度も考

えぬいて来たのは、1930 年全国水平社第 10回大会で九州連合会から出された「水平社

解消意見」に最も極端に見られる、「身分組織」か「階級組織」かの問題であった。 

それは要するに、共産党の 31年政治テーゼ草案の問題であり、「水平社解消意見」は

その立場に立つものとして登場したと言える。それは結論的に言えば、部落民を身分組

織にしばりつけ階級的進出をさまたげている水平社は解消しなければならないという

ものであり、部落の階級文化がすすみ、「もはや一つの身分である外被に包まれた諸階

級の利害が一致しなくなった」という認識、身分闘争は身分感情対立を激化するだけで

支配階級の分裂政策に奉仕するという認識下に主張せられた。むろんこれは、「水平社

第一主義」「部落拝外主義」なるものに対する全水左翼の闘争ではあったが。 

  これに対してこれまでの誤った「左右」の二つの傾向を「統一」するものとして現れ



たのが 32年テーゼの二段階革命論（民主主義革命から社会主義革命へ）にもとずく「部

落委員会方式」であり、部落解放運動をブルジョア民主主義革命の中に位置づけた。 

  この 32年テーゼの戦略も何の現実性もないばかりか、帝國主義段階に於いて何故に

部落が存在しなければならないか、打倒対象は誰であるのかを完全に見誤らせ、部落民

達の鮮血で飾られた解放への茨の道程を日本プロレタリア革命の中に正しく位置づけ

ることが出来なかったのである。 

しかもこれは、なお、水平社解消意見の組織論を継いでいる。部落解放運動とは前近代

的な一千年の身分差別を今なお受けて貧苦に閉じこめられた部落の人間を解放する事

業である。そしてこの「封建的な」部落が、もはや過去の封建制度の余力で以て生き長

がらえているのでなく、疑いの余地なく、日本帝國主義によって、社会政策的に、再編

成されて、即ち「融和」あるいは「同和」されているが故に、現代革命の主体プロレタ

リアートと共に、帝國主義そのものを打倒しなくては、おのれの如何なる部分をも解放

することが出来ないのである。帝國主義という資本主義は、もはや「封建的」なものの

何一つも解決出来ないし、むしろそれを再編成して行くことによって最後の延命をはか

る一つの手段にするのである。かく理解しないで、だんだん資本主義化して行く、ある

いはさせる問題として部落問題を見る時、帝國主義ブルジョワジーの社会政策の捕完物

としてしか部落解放運動を位置づけられないのである。 


