
労働政策と生活政策をもって出発したことを解明

し，一時期労働政策に偏ってしまった日本的状況を

修正すJ[11]るという問題意識に立ってまとめら

れた。前著のもうひとつの特徴は，国家レベルでの

政策展開ではなく， (都市〉社会政策の展開を基盤

として議論が組み立てられていたことであった。

それから二十年が経った。著者の問題提起もひと

つの契機となって!社会政策研究はいまや様変わり

じて，雇用 労働分野は収縮1.-，生活政策に収放し

そうな勢いすらある。とはいえ。いまこの固で生活

政策に陽が当たっているのは，生活についての不安

が増大1.-，しかもそれを労働運動などの社会運動に

本書は著者が『防貧の創造J(1992年)を刊行し よって解決する道がますます難しくなっているから

=一書評

玉井金五著

『共助の稜線J

(法律文化社， 2012年)

木下順(国学院大学)

l 本書の意義

て以来の論文をまとめた書物である。
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でもある。

本題に入る前に，あらかじめお断りしておく。紙 このような社会運動の衰退しつつある「福祉の時

数の関係から，私は次のような圧縮作業をした。著 代」にまとめられた本書『共助の稜線』はl

者の長年勤務してきた学部の紀要に掲載するもので

あるから，章別編成など内容の紹介は割愛し。本書

の特徴を明らかにしつつコメントを書き記す。また，

専門領域に関わるコメントは他の書評にお任せし!

方法論的な問題提起のみをおこなう。

さて，本書のテーマについて著者は次のように述

べている。

「今日の福祉に関わる問題状況を本質におい

て把握するためには，はなはだ迂速な方法にみ

えようとも，これまで長年にわたって築き上げ

られてきた日本の福祉システムの構造と特質を

根底において析出しておかねばならないJ[36] 

との問題意識に立っている。そのうえで，さまざま

な分野での政策が検討されているのである。その際
r[本書は]総じて， 20世紀を通じた日本社

に本書を際立たせているのは，百年を遡って物事を
会政策の検証を通じて，日本的な軌跡を国際比

考えようとする歴史書3龍と 欧米ではなくアジアと
較の場に持ち込むために必要な切り口とは何

の比較の志である。
か，そしてそのためには l世紀を通じたパース

本書は社会政策の生活政策的側面の重要性を『防
ペクティヴがぜひとも欠かせないことを訴えて

貧の創造』によって実証的に問いかけた著者がその
いる。また，国家レベルだけでなく，自治体

あと二十年にわたり自らの問いを深めようした著作

家
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影響力を与えたのかをも視野に入れようと努め
として捉えていること， (2)戦後に偏りがちな研究

た。そうした作業を通じて近現代日本社会政策
動向に対して。日本において国家福祉は先行するこ

論を貫<r共助の稜線」といったものが浮かび
れら三つのシステムを前提としつつ成立したと主張

上がることになれば。本書は当初の意図を果た
1.-， rわが国の福祉システムの基層J[48]を問おう

したことになる。J[本書 11頁。以下，買数の
ι としていること，そして (3) このような歴史的視

み記する]
点に立って社会政策のアジア問比較を展開しようと

前作『防貧の創造』は!それまで「もっぱら雇用・ していることに示されている。

労働という領域に収散する形で解釈され，かつ実践 この姿勢に共感しつつも，以下に3つのコメント

化されてきたJ[18]日本の社会政策が， rもともと を述べたい。あらかじめ簡単に内容を紹介しておく
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と， (1)大阪市大の社会政策の伝統をどう理解する いったい女性にとって家事労働とは何なのか」を真

か， (2)[大阪」という政策主体を「大阪市Jに限 剣に聞い続け，マルクスが構想した「賃労働の特殊

定して用いることに対する疑問， (3)本書のタイト 理論」を目指しつつ， r労働力を再生産する場」で

ルでもある「共助」の内実について。である。 ある家族を包み込んだ経済理論を切り拓いたのであ

る。竹中の場合も，若い頃から，講演や運動に対す

2 るアドパイスをつうじて女性運動に深く関わり I そ

の支柱とすべく自らの理論を発展させていった九

私は大阪市立大学経済学部の大学院において著者 吉村や竹中の研究スタイルは，現在の経済学部の

の一級下であり，それ以来さまざまな良い影響を受 スタッ 7でいえば，労働運動や部落解放運動などの

けてきた。そこで，私の考える市大経済の社会政策 社会運動と連携しつつ貧困と格差の問題を精力的に

研究の伝統を述べたうえで，そのなかに著者の研究

歴を位置づけたい。

著者も私も 1970年代後半に大学院に在籍した。

研究している!福原宏幸に継承されているように思

われる。

これに対して著者や私は。あまり社会運動とは接

数人いた当時の院生たちは小川喜一l 吉村励。竹中 点をもってこなかった。著者の場合，経済学説史の

恵美子の諸先生に学んだ(以下。敬称を略す)。小 羽鳥卓也(岡山大学)によって学問の世界に導かれ，

川の学問については本書の補論4が明らかに Lてい 当時は市大のスタッ 7であったアジア経済史の杉原

る。 薫から強い影響を受け， r世界資本主義と非白人労

吉村の中心的な研究テーマはマルクスの賃労働論 働』および『大正大阪スラム』を共同編集した九

を賃金論として展開することだったが，その このように，小川のもとで社会政策を学びつつも，

経済学説史経済史にわたる幅広い学識のうえに理
「研究スタイルの特徴は 労働組合などの要

論，政策，歴史の研究につき精進を重ねたところに
請に応えて。数え切れない講演 シンポジウム

大阪市大の社会政策の伝統における著者の独自性が
などをこなしたところにある。それは，

あるといえよう。
自らの研究が机上の空論に陥る危険性を避ける

ために!研究テーマを絶えず現実からすくい上

げ。研究成呆を現実に照らし合わせて検証し続

けなければならない，という研究者としての信

念にもとづいたスタイルであった。吉村にとっ

て，講演・シンポジウムは，労働組合活動家ー

組合員との交流を通じて。労働経済論研究が研

究対象とする「現場」を熟知することに繋がっ

ていた九」

一方，竹中の研究者人生は，軍国少女として敗戦

を迎え「自分で自分の人生を切り拓いて」ゆこうと

した原点、からの一筋道であったように思われる。そ

れは「男性の学問領域といわれていた経済学」を，

女性の側から。それも「ピラミッドの頂点ではなく

て!むしろその底辺」に位置づけられている女性の

視点から見直すことであった。主婦であり母でもあ

るという日常のなかで。竹中は， rなぜ女であると

いうことで家事労働をしなければならないのか。

3 r大阪Jとは何か?

第三のコメントは， r大阪jという言葉の用い方

に関するものである。

著者は次のように主張する。

「日本の社会政策史を振り返ると 戦前では

地方公共団体が大きな関与を果たしてきた。

もっといえば，国家の社会政策に対して先進的

な面を有していたところがあり， (都市)社会

政策はその代表的なものというべきであろう。

とりわけ大阪はそのモデルケースとみてよいほ

どの成果を生んだ。大阪は戦前「東洋のマンチェ

スター」といわれ，日本経済をリードする役割

を果たしたり [8]

この主張は『大正・大阪・スラム』や『防貧の創造』

を踏まえたものである。
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ところで。著者は「地方公共団体」としてもっぱ なものとして「共助の稜線」というタイトルには訴

ら大阪市を取り上げている。しかし， f大阪」の名 求力がある。

を冠する自治体として大阪府を看過することはでき 他方， f共助」という言葉が本文すなわち 16の論

ない。両者は異なる政策主体であり I しかも戦前の 文のなかで著者はよって一度も用いられていないた

大阪府知事は，他の府県と同巳<，国家官僚のキヤ めに，書評の任を負う者は，この言葉が本文の叙述

リアの一環として位置づけられていた。大阪府はい におけるどの固所に相当するかを確定してからでな

わば「内務省大阪出張所」であり，地方局府県謀に ければそもそも「稜線Jなるものが確定できないと

よって監督されていた。 いう。いささか面倒な立場に置かれる。

著者が取り上げている方面委員制度は，内務省時 さしあたり， fあとがき」の次の部分が本書にお

代の上司であった大久保利武大阪府知事によって招 ける「共助」の位相を示しているといえるだろう。

聴された小河滋次郎によって，大久保の後任である

林市蔵知事のもとで実施された。著者は「方面委員

が大阪府の制度だといっても，実施の中心は大阪市

内であJ[242]ると主張しているが，この構図は逆

方向からも見るべきである。すなわち内務官僚の創

り上げた政策が大阪市を舞台として実行されたので

ある。地域としての「大阪」は， L.たがって， f大

阪市」と「大阪府(さらには内務省)Jという 2つ

の異なる主体による政策の舞台として理解されねば

なるまい。

総じて，著者の社会政策分析には「国家」の契機

が弱い九これは憧救規則や工場法など国家の立法

活動を中心に分析されてきた社会政策の研究がし叶冶

に偏っていたかを示すアンチテーゼとしては大きな

意味を持ったかもしれない。しかし， r防貧の創造」

での問題提起が広〈受け入れられつつある現在，そ

れは国家を前面に出したジンテーゼ(総合)として

発展させられねばならないのではないだろうか5)。

4 f共助」とは何か?

第三のコメントは「共助」という言葉に関わるも

のである。

本書の本文には， f共助」という言葉が13個所で

登場する。そしてそのいずれもが， f序章」か「あ

「本書は， 1世紀以上経過した日本の社会政策，

とりわけ〈福祉〉系の社会政策の軌跡を追うこ

とによって，日本的特質の析出を意図している。

もっといえば，社会政策そのものに込められた

基本的原理とはいったい何であったのかをI 互

いに支え合う〈共助〉という概念をもって描き

切ろうとするものである。(共助〉は(自助)<公

助〉との比較や関係性において用いられること

が多い。もう少し具体的にいえば。社会保障の

中軸をなす社会保険は〈共助〉そのものである。

また!企業福祉や地域福祉，それに労働者福祉

も大半が(共助〉の原理から成り立っている。わ

が国では，国家の社会政策に企業福祉，地域福

祉，労働者福祉が大きく絡んで展開してきたと

いう経緯があるが，それらが可能になったのは

それぞれに〈共助〉原理が貫徹L.，相互に響き

合ったからに他ならない。その〈共助〉原理の

具体像についてI わが国の史的経過を辿ると

くっきりとした「稜線Jとなって現れるという

ことを訴えるため。タイトルを『共助の稜品測と

した次第である。

この〈共助〉原理は， 2日世紀における日本の

〈福祉〉系社会政策の世界をみるときのキ]概

念となる。J[277-278] 

とがき」に限られる。序章で2箇所，あとがきで この個所から判断すると， f社会保険Jf企業福祉Jf地

11個所である。 域福祉H労働者福祉」に f<共助〉の原理Jが貰い

この事実は， f共助」という言葉が知的構築物た ていることになる。この点については誰も異論がな

る本書を支える骨格ではなく， (序章とあとがきを いだろう。しかし，問題は， f互いに支え合う〈共助〉

除いた)本論一一12の輩と 4つの補論一ーを包む という概念」が日本においてどのように定義されて

箱のよう企ものであることを示Lている。そのよう きたか，その歴史的位相を具体的に明らかにするこ
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とにこそあるのではないだろうか。だが， (自助)(共 ペクティヴJ[l1Jに立って「共助の稜線」を描き

助)(公助〉などの概念が本文を構成する論文のな 出すことだと述べている。そう主張するのであればl

かで枠組みとして明示的に用いられていないため 著者はこの「隣保相扶」を， r日本的な土壌をベー

に，著者の声はくぐもって聴き取りにくい。 スにした日本的な産物J[192Jとして「社会政策の

とはいえ，いわば裏声で語っている個所がある。 アジア間比較」の舞台に乗せるにふさわしいテーマ

ここで「裏声」と形容するのは，それが著者の主張 として積極的に打ち出すべきではなかっただろう

としてではなく。今世紀初頭の国家官僚のことばを か。

引用しつつ「言及J[39Jされているからである。 そして， r隣保相扶」がアジア間比較の土台にな

著者は，日本の r(福祉〉系の社会政策」の生成 るとすれば。それはおそら〈儒教に基づく統治の伝

期に「指導的役割を果たしたJ[38Jふたりの人物 統との関連で論じられることになるであろう九

の主張に即して!日本における防貧の思想を明らか 本書が指し示した， r日本の福祉システムの構造

にしている。すなわちl 内務省において府県課長を と特質J[36Jを貫く r(共助〉の稜線」は，国家に

長くつとめた井上友ーは，著書『救済制度要義J(1909 よる統治のあり方にまで踏み込むことによって，

年)において， r国民各階級の聞に於て融和協同の いっそう鮮やかにその姿を現してくるように思われ

美風を成さんJ[38Jとt__， r.風化主義」にもとづく る。

教化運動を展開した。他方，方商委員制度の創始者

である小河滋次郎は『社会問題・救岨十訓J(1912年)

において，

「由来l 親族相助け隣佑相救ふのことは我が

国粋の美風と称されたる所であって，今日尚ほ

我国に公的救済を必要とする窮民の比較的少数

なるが如きを得る所以のものも全くこの美風の

賜なりと謂うべきであるJ[39より重苦IJ

と述べた。実は井上と小河の主張は同ーのもので

あって。かの内務省地方局の通達「済貧姐救は隣保

相扶の情誼に依り互いに協救せしめ国費救助の離給

矯正方の件J(1908年)は井上府県課長のもとで発

せられたものであり，著者の引用する小河の叙述はl

その政策の帰結として生じた被救他者の激減を「全

くこの美風の賜なり」と讃美したものといえよう。

著者は本書のテーマ色「日本的な軌跡を国際比

較の場に持ち込むJために rl世紀を通じたパース

1) 福田義孝「労働者世界 未だ叶わぬ吉村励の夢J
『経済学雑誌』帯 101巷第 l号。 2∞0年6月， 90頁。

2) 竹中恵美子「女性労働研究の現在 四C年を撮り

返ってJ，葺在苦竹中『歳月は流水の如く1(青正文

化社 2∞3年)， 139 -143頁。なお竹中恵美子

関西京の労働問題研究会『竹中恵美子の女性労働研究

50年 理論と運動の交流はどう紡がれたか1(ドメ

ス出版 20回年)も害照されたい。

3) ~原薫・玉井金五編『世界資本主義と非白人労曲J(大

阪市立大学経済学会， 1983年)， r大正大阪スラム1
(新評論 1986年)

4) この論点は，アジア間比較の方法論にも関わってく

る。台湾・朝鮮さらには満酬といった植民地半植民

地において社会政策を展開したのはi 他ならぬ内務官

僚だったからである。

5) 歴史家による論占の藍理として，寓回実 rr福祉の

複合体Jの国際比較史J.高田 中野智世編著『福祉』

(ミネルヴァ書房 2012年)を挙げたい。

6) 小川和也I牧民の思想 江戸の治者意識J(平凡社l

2008年)。


