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と初期水平運動

桐 村 彰 郎

は じ め に

本稿は､大正から昭和の初期にかけての社会主義者の部落認識一部落 (氏)

の位置づけやその解放の論理-の分析を主要な対象としている｡周知のように､

全国水平社創立大会の宣言は､日本における人権史上に輝かしい金字塔をうち

たてた｡水平運動の提起 した問題は､日本の社会変革運動とその担い手に鋭 く

その思想の質的転換を迫るものであった｡しかし､社会主義者の側は､充分に

水平運動の意義を認識していたとはいえない｡大部分の社会主義者は､<奈落>
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から既成の革新的な思想と運動に対して投げかけられたこの水平運動の根本的

意味を深化 ･拡大 していくよりも､むしろそれを社会変革にとって部分的な問

題として取扱い､さらには､社会革命の<大義>の前に､水平運動はその独自

の課題と闘争方法を階級闘争一般に解消されていくものとする傾向までもが現

われたのであった｡

すでに､渡部徹は､従来の部落解放運動史研究が ｢部落解放運動を共産主義

運動からの距離を価値基準として評価する傾向｣の強いことを問題としつつ､

むしろ共産主義運動が実際には一貫して部落差別の問題を軽視する立場をとっ

ていた事を指摘 しているJ"また､秋定嘉和も同じく､この批判的視角から､

社会主義者が ｢階級闘争第-主義の方向｣へ水平社を指導しようとした事を分

析 しているJ2)

本稿は､基本的にこの視角を共有 しつつ､社会主義者の部落認識の論理を批

判的に検討する事を通じて､水平運動に果したその役割-功罪を明らかにし､

あわせて水平運動展開の方向をみようとするものである｡

(1) 渡部徹 ｢部落解放運動史の研究視角｣､r部落解放研究J1972年10月号所収｡

(2)秋定嘉和 ｢部落解放運動と共産主義｣､渡部徹･飛鳥井雅道編●F日本社会主義運

動史論J1973年､三一書房､所収｡

社会主義者の部落認識の諸相

(1)佐野学 ｢特殊部落民解放論｣の意義

佐野学の ｢特殊部落民解放論｣ (『解放』1921年7月号所収)が､水平社の

創立に大きな影響を与えた事は周知のとおりである｡

西光万苦は ｢東京-行って､早大の佐野さんを訪ね､しきりに 『大学の先生

を止めて､実際運動へお入り下さい』とお願いした事を憶えている｣(1)と語り､

他方､阪本清一郎は ｢私達も自らの力で部落を解放する運動を起さねばならぬ

と考えるようになりました｡ところが大正10年の7月頃､早稲田大学教授の佐
コi5ii5･E

野学さんが､雑誌 F解放Jで F特殊部落解放論を発表しましたので､私達はさっ

そく佐野さんを訪ねて意見を聞き､かえってきてからすぐ､水平社という名を

考えて､その創立事務所の看板をあげ､そして 『よき日のために』というパン

フレットをつくって､いろいろの準備にとりかかりました｣12)と述べている｡
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佐野自身も ｢此一文は水平運動の勃興に極く微少ながら-の暗示となったそう

である｡-当時何等かの行動を起さんとしつつあった柏原の諸君に対し､それ

は何程かのキッカケの役目を演じたのだそうである｡平野小剣君から来た最初

の手紙に F貴君の一文は我が種族のための暁鐘であった』という文句を読んで､
(ママ) I

私は実に嬉しい恩がした｣(3' と述懐している｡

当時､すでに部落民の自立的運動はその萌芽を見せていた｡1918年 (大正7)

7月に勃発した米騒動における部落民の大衆的蜂起は､既存の部落支配体制に

亀裂を生 じさせた｡それは､融和主義者 ･官憲 ･寺院の結合による融和 ･改善

運動体制のほころびの始まりを意味していた｡騒動直後の9月14日､ F紀伊毎

日Jに投書された一文 ｢俺等は積多だ｣は､ ｢子供をだますやうな改善策｣を

非難するとともに､ ｢平等な人格的存在権､平等な生存権｣を社会に対して要

求し､その奪還を力強く主張している｡3日後に同紙に投ぜられた一文 ｢俺も

積多だ｣も ｢平等な F人格』｣を要求しつつ､ ｢説教や講話の壇上からの改善

法､サーベルの光による救済策｣を排撃し､ ｢まづ改善者その人の頑から改善｣

することを主張している｡翌19年 2月26日､ F大阪毎日新聞Jの ｢安全弁｣

(投稿欄)に載せられた ｢吾等の要求｣は､ ｢同情融和会｣を批判 して次のよ

うに述べた｡ ｢不潔不衛生貧窮無智｣の ｢改善｣は ｢ただはんの外面だけの第

二義的改善に過ぎない｣のであって､貴購 ･浄積を価値基準とする伝統的凶聾

に苦しむ部落民が ｢この因襲の存続を利益としている人々によって 『改善』さ

れ F同情』されてゐるといふことは頗る不合理｣である｡ ｢サーベル､抹香､

自動車等によって与へられるお慈悲｣ではなく､ ｢公正なる自由と平等の獲得｣

こそが部落民の要求である､と｡

こうした主張は､長年月にわたる差別と迫害をふまえて､自らの価値と尊厳

において提出された､既存の部落改善運動への根元的告発であり､ ｢平等な生

存権｣の奪還をめざして改善さるべき対象を180度転換させるという新たな闘

争の開始宣言を意味している｡

ロシア革命､民族自決の高調､大正デモクラシー､米騒動､戦後恐慌にとも

なう労働運動の高揚と小作争議を核とする農民運動の組織化のなかで､部落大

衆の自立的な集団的運動が次第に発展していく｡奈良県柏原の燕会結成 (20年

5月)､平野小剣の民族自決団の撒 (21年2月)､三重県の徹真同志社 (21年
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4月)､和歌山県吉備町庄部落の ｢直行会｣ (21年3月)､福岡県の ｢筑前叫

革団｣等の組識化とその闘争は､こうした底流が表面化 した若干の代表例にす

ぎない｡そして､この底流は､水平社創立趣意書などの呼びかけに応えて､22

年 (大正11)3月3日の歴史的な全国水平社創立大会へと奔流化するのである｡

この水平社創立に大きな影響を与え､その創立趣意書 ｢よき日の為めに｣に引

用されるところとなった､佐野の ｢特殊部落民解放論｣の二大原則をみよう｡

佐野は､従来の ｢解放案｣の不徹底さを ｢哀憐的｣性格あるいは ｢普通民本

位｣.｢支配階級本位｣の性格に帰した上で､部落解放の徹底をめざして2つの

原則を提示した｡

解放の第 1原則は､部落民自身が ｢不当なる社会的地位の廃止を要求するこ

と｣であり､第2は､ともに ｢経済的弱者｣であり ｢被搾取者｣である労働者

階級と部落民とが､ ｢搾取者無 く迫害者なきよき社会｣を創出すべく､ ｢親密

なる結合と連帯的運動｣を展開することである｡

こうして､佐野は､自立した部落民の自力による解放運動､同じ被抑圧的存
('4)'

在としての無産階級との連帯という構想を打ち出し､来たるべき ｢社会改造｣

(社会革命)の一つの ｢重大なる要素｣として ｢部落民の徹底的解放｣を位置

づけたのであった｡

佐野の ｢解放論｣の意義は､第一次大戦中から戦後にかけての国際的動向を

背景に､国内の大正デモクラシー､労働運動 ･農民運動の高揚という時代思潮
●●●●

と各地における部落民の自主的解放の気運とを､部落解放理論として内在的に
●●●●●
関連づけたところにあった｡それ故に､解放への途を模索する水平社組織化グ

ループに与えた影響も決定的だったのである｡

(1) 西光万吉 ｢水平社が生れるまで｣､ r部落問題資料文献叢書第8巻 水平運動論

叢j世界文庫版､所収.

(2)阪本清一郎 ｢水平社の思い出｣､ r刑冠の友J第5号､1966年11月｡ なお､佐野

学は早稲田大学講師であった｡

(3)佐野学 ｢水平社訪問記｣､ r種蒔く人j1923年2月号｡

(4) ｢水平社訪問記｣で､佐野は ｢将来の日本の新社会を生み出すものは､労働者運

動と農民運動と水平運動であるとは､私の深く信ずるところである｣と､いわゆ

る三角同盟の担い手を指摘している｡
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(2) 佐野学における解放論の展開

水平社創立大会後の1922年 (大正11)6月､佐野は､ F解放｣に ｢水平社の

運動｣を､ 『表現』に ｢民族運動か社会運動か｣を掲載 し､その後幾つかの小

論を発表する｡

彼は ｢自らの事を自ら行ふのは､個人と階級との何れとを間はず､人間が人

間としての自由を獲得する真の第一歩である｣と述べて水平運動を開始した部

落民の ｢自助的運動｣の精神を称賛しつつ､2つの希望- ｢一切の宗教的気分

を斥 くべき事｣および ｢民族運動といふ意識を明確にすると同時に､最終の目

標が全社会の改造に存することを徹底させる事｣-を挙げた.川部落解放運動

を民族自決運動として把握する発想は､既に平野小剣の ｢民族自決団 撒｣以

来みられるものであって､当時の水平運動に一般的なものであったが､やがて

反差別闘争として再把握され展開される｡

佐野は､水平運動の究極目標を労働者や農民の運動 と同 じものとしつつ､

｢其道程｣の相異を理解 していた｡部落民は先づ､ ｢差別感情や差別待遇の撤

廃｣を目的としなければならない｡だが､それを徹底するためには ｢社会運動

の行程｣につかねばならないのである｡(2)彼は究極目標としての社会改造と､

当面の目標としての ｢民族的自由の獲得｣という両者の ｢布置を定め､其実行

方法を按排すること｣を強調したこ3'部落民の自主的運動による差別 と迫害か

らの解放が社会改造に接続していく方向を彼は希求 したのであった｡

それ故に､彼はまた､社会改造が差別からの解放を内包 しなければならない

と主張する｡

｢社会運動が成功 して社会の改造が遂げられても､民族的差等が依然 とし

て存在 し､固随な歴史的伝統が残存するならば､その社会改造なるものは決 し

て徹底的なものではない｣(4i

佐野にとって､社会改造とは ｢水平社会｣の実現と同義であった｡部落民に

とって､ ｢水平社会｣は ｢約束の地､聖地カナン｣であり､親鷲の ｢御同業御

同胞｣思想の実現された社会であるとともに､ ｢無階級の国､無搾取の国､万

人共働共楽の国｣であり､いわゆる ｢自由の王国｣でもあったのである｡̀5)

ただ､彼は､水平社がまず水平社として自らの ｢大団結｣̀6' をなしとげるこ

との必要性を強調することを忘れなかった｡水平運動の自立とそれを前提とし
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た ｢労働者及び農民の大戦聞部隊｣ 7̀) との連帯を彼は追求 したのである｡

しかし､佐野は､部落差別からの解放の問題を余りにも軽い比重で考えてい

たし､差別の存在を地域的なものと把握 していた｡彼は､差別が共同体的 ･社

会的意識構造として身分社会から階級社会-継承され再生産されるものであり､

そして､物質的 ･精神的な交流の全国的な拡大にともなって､この差別意識も

広がっていくものであって､支配階級がそれを積極的に体制内にくみこみ維持

するものであることを明確に認識していなかったために､差別の存在を ｢一部

の普通民｣に限定したり､地方による差別の ｢厚薄｣を指摘したりした｡

｢一部の普通民｣の差別心理は ｢全く伝統的なものであって､竜も社会的必

要によりて維持せられるものでない｣to8)

｢(差別待遇の強い-引用者)地方に於ては水平社の人々は差別待遇の打

破に当面の力を集中し､その愚劣なる慣習に徹底的打撃を加ふべきであろう｡-

(差別待遇の余りない一引用者)地方に在りては水平運動は其の活動単位とし

ての組識を確立し完成すると共に､一般無産者階級の解放運動と共同戦線に立

っべき余地が大いにあるであろう｣と9)

このような認識から､彼は､水平運動の力が部落民を ｢良民扱ひにさせること
(10)

に成功するのは余り遠くないであろう｣という楽天的な見解を発するに至る｡こ

うして､部落差別の社会構造､とりわけその社会的意識構造の解明という方向は

断ちきられていたために､彼にこれ以上の理論的展開は期待できなかったのである｡

(1)､(2)｢水平社の運動｣､ 『解放』1922年 6月号所収｡

(3)､(4)｢民族運動か社会運動か｣､ 『表現』1922年 6月号所収｡

(5) 佐野学 ｢選まれたる人々｣､ 『解放』1923年5月号所収｡

(6)､(7)佐野学 ｢水平社会の建設｣､1924年8月 1日 r水平月報』､部落問題研究所

編 『水平運動史の研究』第2巻資料篇上､1971年刊､所収｡

前掲､佐野学 ｢水平社の運動｣0

前掲､佐野学 ｢水平社会の建設｣0

前掲､佐野学 ｢民族運動か社会運動か｣0

(3)無産杜リーフレット ｢特殊民の解放｣
(1)

1922年 (大正11)2月頃､水平社創立事務所に数百部送付されたといわれる
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リーフレット｢特殊民の解放｣̀2' をとりあげよう｡これは堺利彦を中心とする

無産社から発行されたものである｡鈴木良は､この リーフレットを､佐野の

｢特殊部落民解放論｣よりも ｢はるかに社会主義理論の上からみて高い水準を

示している｣(3) と評価 しているが､この評価は問題である｡

リーフレットは､ ｢本当の解決策｣は部落民が ｢一般の労働者や農民や貧乏

人と力を合せて､此の社会を根本から作り直すことだ｣と主張している｡逆に､

一般の労働者や農民が､部落民と協力 しつつこの社会から部落差別を一掃 しよ

うとする視角はみられない｡こ･の一方通行的論理が徹底されれば､後年の ｢水

平社解消論｣に通 じていくのであるが､リーフレットにはこの傾向が早 くもみ

られるのである｡それは､差別の根拠を階級制度一般に求め､階級制度が存在

する以上は ｢上の階級が下の階級を侮辱するのは当り前だ｣とし､有産階級か

らみれば ｢一般の労働者も､小作人も､特殊民も､皆同じような奴隷である｣

との立場から､ ｢特殊な軽蔑｣や ｢侮辱｣からの部落民の解放のためには､部

落民が ｢一般的な奴隷解放の為に､率先 して大に努力｣し､ ｢貧富という事実

を此の社会から一掃する｣ことであると主張する｡こうして､部落民独自の闘

争課題とルート(回路)が無視され､階級闘争一般に解消されているのである｡

そして､プロレタリア意識に ｢少 し目の覚めた｣人間にとって､差別意識

(｢不都合な感情｣)は自動的に解消される観念とみなされている｡差別意識

が､一般の労働者や農民ばかりでなく社会主義者自身をも含みこんだ社会的意

識として､それ自体構造化され､社会的に継承され再生産されていくものとし

てはおよそ考えられてもいない｡また､差別を単なる民主々義的制度や形式の

問題として理解するだけでなく､その制度や形式を内面から支える精神の問題

として把握 し､社会的意識構造の反映として､各人に内面化され構造化された

差別意識 (ないしは無意識)を各人が主体的 ･自覚的に対象化する作業が必要

なのだが､この点も全く考慮の外におかれているのである｡すなわち､体制内

にビル ト･インされた物質的 ･精神的な差別構造を対象化 しようとする思想的

営為が欠落しているのである｡この自己の差別体質に無 自覚なオプテ ィミズ

ムは､たとえば､やがて1925年 (大正14)9月20日の 『無産者新聞』創刊号

｢叱暗録｣における徳田球-の差別用語の使用､およびそれに対する東京府水

平社の糾弾という事態をもひき起すのである.州
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以上のようにみて くれば､このリーフレットに鈴木良のいうような評価を与

えることは無理であろう｡

ll) もっとも阪本清一郎は記憶にないと発言している｡ ｢全水創立発起者 阪本清一

郎氏に聞く 全国水平社50周年によせて｣､ F日本史研究』125号､1972年 3月

号､18ページ｡

(2) ｢特殊民の解放｣､前掲 F水平運動史の研究』第2巻資料篇上､所収｡なお､こ

の ｢特殊民の解放｣の執筆者について､馬原鉄男は高橋貞樹と推定 し (F部落問

題資料文献叢書第8巻 水平運動論叢』世界文庫1971年刊､ ｢解説｣)､鈴木良

は ｢特殊民の解放｣4篇のうち ｢同族の兄弟姉妹よ｣と ｢特殊民諸君｣とを高橋

筆と推定する (部落問題研究所編 『水平運動史の研究』第 5巻研究篇上､1972年

刊､58ページ)｡その根拠として､馬原は､高橋の 『特殊部落の歴史と水平運動』

(1923年 7月刊)､鈴木は､高橋の 『特殊部落一千年史』 (1924年 5月刊)のな

かの類似文章をあげている｡この点､中村福治 ｢高橋貞樹と水平運動｣ (『部落

問題研究』51号､1976年)が指摘するように､高橋の文章は他著者論文からのひ

き写しが多いという点を考慮すれば､馬原と鈴木は､後の時期の高橋の文で､22

年段階の ｢特殊民の解放｣の執筆者を高橋と推定するのであるから､推定の順序

が転倒 している｡また､高橋が山川均のもとに行くのは22年 (大正11)5月段階

とみられる (｢高橋貞樹訊問調書 (抄録)｣､渡部徹 ･秋定嘉和編 F部落問題 ･

水平運動資料集成』第2巻､三一書房､1974年刊､37ページ)から､山川の水曜

会から堺の無産社へという高橋の執筆ルートも考えられない｡ただ し､鳥原は､

その後高橋執筆説を撤回し堺利彦説をとった如くである (前掲､ ｢全国水平社50

周年によせて｣18ページ)0

(3)鈴木良 ｢水平社創立の歴史的意義｣､ F水平運動史の研究』第5巻研究篇上､52

ページ｡

(4)渡部徹 ｢部落解放運動の研究視角｣､ r部落解放研究』1972年10月号､8ページ参昭.

なお､ 『無産者新聞J第4号 (11月 1日)にはその ｢釈明｣があり､第5号 (ll

月15日)にはその糾弾の最中に ｢不誠意｣があったこと-の ｢陳謝｣が掲載され

たことも､渡部が指摘するとおりである.同新聞が一貫して部落差別の問題をネ

グレクトしていたことについて､渡部は詳細に分析している｡
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(4)堺利彦､荒畑寒村の水平運動論

水平運動の勃興と急激な波及が､弾圧下に孤立してきた社会主義者集団の注

目の的となり､新たなる有力な自らの基盤の一つとしてこの運動に介入し指導

をしようとする傾向が出現するのは､ある意味で当然であったといえる｡

すでに1903年 (明治36)6月､ 『万朝報』に ｢人種的反感｣という一文を掲

載してアイヌや部落民に満腔の ｢同情｣を寄せていたく1)堺利彦は､傍聴 した水

平社創立大会を論評 して､水平社宣言は､ ｢誠に深く我々の胸を打つ｣としつ

つ､部落民の ｢誇り｣とは ｢新社会建設の急先鋒たる事｣を意味しなければな

らないとした｡'2'

また､彼は全国水平社第3回大会も傍聴して論評を加えている.(3'他の社会

団体との提携の件が保留となったことに関して､彼は ｢労働運動､農民運動､

水平運動､この三者が次第に接近しつつある事は明白な事実｣であると主張し

た｡彼によれば､三者の提携は ｢問題も何もない｣のである｡ここには､一般

労働者や農民の間に根深 く存在する部落差別に対する問題意識は今 く欠落して

いる｡彼は水平運動の<根本精神>であった ｢徹底的礼弾｣の意義についても

何らの考察も加えなかった｡彼にとって第一の関心事は､労 ･農 ･水の ｢三角

同盟｣の実現であり､そして､水平運動が ｢民族的運動と称 しながら､実際に

は是非とも無産階級運動とならずには居られないもの｣とみるように､水平運

動の無産階級化であった｡堺の基本的視角は､社会主義運動からの距離を価値

基準として水平運動を評価するという典型例であったといえる｡水平社の ｢明

白な-進歩｣は ｢労農ロシアの承認を大多数で可決した｣ことであった｡

堺は､さらに､水平社の ｢人間礼讃の根本精神｣を ｢精神主義的な､内容の

空虚な慰め｣の一種とみることによって､政治的 ･経済的変革と併行すべき人

間変革-思想的 ･文化的革命の問題の解明に途を閉ざすとともに､水平運動が

｢水平民族と共に一般無産階級を解放する 『佳き日』の政治経済運動になるべ

きだと考える｣と述べて､差別解放運動の一般無産階級運動への無媒介的合流

を提唱したのであった｡

他方､荒畑寒村の水平運動論は創立大会に関する次の一文に極めて率直に語

られている｡

｢吾々は満腔の同感を水平運動に寄せる者である｡-只だ吾々をして欲を云
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はしめるならば､水平社の運動が単に特殊部落民の運動に止まらず百尺竿頭一

歩を社会革新の途に進めん事である｡特殊部落民の一般社会に対する憤慨と怨

恨とは､吾々の痛切に同感する所であるけれ共､それが為に部落内に於ける貧

富の階級的対立の観念及び階級闘争の精神が滅殺され､且つ一般プロレタリア

との協同策戦の重要が無視せらる がゝ如き事あらば､水平社の運動はその最も

重大な意義を失ふと信ずる｣̀.4'

ここには､部落民の自生的な徹底的糾弾闘争に内在する論理を深化 ･発展さ

せていく方向ではなく､むしろこの闘争は階級闘争精神や一般プロレタリアー

トとの協同戦線を阻害し対立するものとして機械的に把えられ､前者に対 して

後者が一方的に優位にあるものと前提されている｡水平運動の正当性の承認と

この運動への支援を通 じて､労農運動が自己変革をはかるのではなく､労農運

動に対する水平社の支援と譲歩が要求されているのである｡

また､部落内の階級対立を資本の論理から短絡的に一般化 し､何よりも部落

が全体として体制から疎外され搾取されているという観点が抜けおちていた｡

(1) 堺利彦 ｢人種的反感｣､ F部落問題資料文献叢書 別巻一融和問題論叢』世界文

庫､1973年刊､所収｡

(2)堺利彦 ｢エタの誇り一全国水平社の創立｣､ r前衛j1922年4月号.

(3)堺利彦 ｢水平社大会の印象｣､ 『改造』1924年4月号｡

(4)荒畑寒村 ｢ェタ運動と農民運動｣､ F荊衛』1922年5月号｡

(5)山川均の部落解放論

すでに親友西光万苦とともに日本社会主義同盟準備会に加入していた阪本清

一郎は､1920年 (大正9)秋頃､単身で山川均を初訪問し､ ｢迫害差別者に対

し力をもって闘うべきだ｣という阪本の考えに対して山川の意見を求めた事が

｢山川氏を偲んで｣ という一文で明らかにされている｡山川は､差別問題を差

別者個人の問題と.してだけでなく､社会的な問題として ｢抗議｣や ｢礼明｣を

おこなう必要性を述べ､ ｢まず部落の解放は､全部落の人たちによって､団結

して集団的抗争にまで発展さすべきだ｣と強調した由である川が彼もまた､水

平運動に大きな関心を寄せていた｡創立大会には厳 しい警戒をくぐって堺利彦､

大杉栄らとともに出席したが､山川は宿泊時､阪本夫人と夫婦ということにする
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程の厳戒ぶりであったという｡

水平社創立大会を傍聴した直後､山川は､政肝や篤志家による ｢特殊部落の改善｣

に対して ｢若し F改善｣すべきものがあるならば､それは r特殊部落』ではな

くて､三百万の同胞を不当に迫害している社会そのものでなければならぬ｣と

指摘し､部落民解放の ｢唯一の道｣は部落民自身が社会の拒否する一切を ｢進
(3)

んで社会からもぎとることである｣と述べたJ2)翌年の ｢恐れられた水平運動｣

においてもこのことを再言し､さらに ｢われわれの祖先が彼らの上に加えてき

た迫害に対して､衷心から彼らのまえに陳謝しなければならぬ｣と自己批判し

た｡そして､ ｢与えられんとする運動ではなくて取ろうとする運動｣である水

平社の運動とその精神は､決して ｢地方改善費｣によっては買取ること､買収

することが出来ないと論じた｡

山川は､全国水平社第2回大会前後から水平運動が大きな ｢試錬期｣にはいっ

たとみた｡この時期より ｢日本の支配階級の天才的なニコボン政策｣が具体的

に部落解放運動に向けられてきたからである｡地方改善費 (約50万円)の予算

計上､第46帝国議会における ｢因襲打破に関する建議案｣の可決､首相から警

視総監に至るまでの水平社代表との会見と ｢同情｣･｢理解｣･｢諒解｣の披

涯､華族の水平社幹部に対する華族会館への招待と水平運動への ｢敬意｣の表

明､部落出身者鈴木某の宮内省官吏への ｢抜擢｣､水平運動家を内務省嘱託と

する方針､部落民の移住と離散の計画､有為の部落青年に対する高等教育の授

与計画等々｡しかも､他方では奈良県の ｢水国衝突事件｣にみられるような水

平社に対する苛烈な権力の弾圧があった｡

山川は支配体制の ｢毒盃｣と ｢利剣｣を打破 して､ ｢人間最高の完成｣と

｢水平社会｣の建設という歴史的使命を水平運動が果すことを希望した｡

｢真実の解放と真実の差別撤廃とは､恩恵や諒解や約束などによって得られ

るものではなくて人心を根底から革命する社会的の大変革によって､ F水平社

会』の実現を見たときにのみ､はじめて得られるべきものである｣0

山川は､水平運動の目標は､ ｢差別的称呼の廃止｣という ｢消極的な事柄｣

ではないと述べた｡彼は､表面にあらわれた差別的言動をのみ対象とする初期

水平社の徹底的糾弾闘争のもつ限界を認識していた｡水平運動の歴史的使命は､

｢この運動のうちから- 『水平社会』を産み出すこと｣なのであり､そのため
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に知的･道徳的ヘゲモニーの担い手として献身的活動をおこなうことによって､

｢虐げられた部落民は初めて光栄ある同胞としてこの社会に復活することがで

きる｣､と彼は論じた.'4'

山川は､発売禁止となった 『無産階級の政治運動』の ｢はしがき｣および

｢水平運動者K氏への書簡｣において､徹底的糾弾闘争の意義について述べて

いる｡

｢『徹底的糾弾』は部落民解放の出発点である｡- 『徹底的糾弾』をはかに

しては､部落民わ解放戦を考へることは出来ぬ｣'.5'

｢徹底的糾弾の運動は､水平運動の精神の自然の発露であって､避くべから

ざるものであるばかりでなく､必要欠くべからざるものであります｣ゞ}(8)
それは､労働者や農民の ｢当面の部分的な経済闘争｣̀.7'｢同盟罷業｣に相当

するものにはかならない｡それらはいずれも根本的解放の大前提である｡

しかし､同時にその限界も見定めなければならない｡山川は晩年､水平社創

立大会当時を回顧して ｢運動の性質からも運動の方法からも､割合早く限界に

くるのではないかと思いました｡｣と述べているく9)が､その危機意識は1924年

(大正13)10月に発覚した ｢遠島スパイ事件｣で確証された形になった｡

『無産階級の政治運動』における ｢はしがき｣で ｢部分的の経済闘争の勝利

を累積しただけでは､搾取のない社会に到達せぬように､ F徹底的糾弾』の結

果を累積しただけでは､差別のない社会一水平社会一に到達することは出来ぬ｣̀】0I

と論じていた山川は､K氏 (栗須七郎)に対しても､ ｢反逆｣と ｢創造｣との

不可分性と相異性を論じつつ､ ｢徹底的札弾は､之に無限大を乗じても､依然

として徹底的礼弾以外のものとはなりませぬ｣と指摘したのであった｡‖ 1'

今や水平社の運動は､ ｢反射的な運動｣から ｢意識的の運動｣へ､ ｢『素朴』コitJihl[
な形体の運動｣か ら ｢組織ある運動｣へと発展しなければならない.'12'

この ｢第二の時期｣にあたって水平社のとるべき方針は､第 1に ｢組織の完

成｣であり､第2に ｢F徹底的糾弾｣から､社会上政治上の目的をもった行動

に戦線を拡大すること｣である､と山川は論じた｡精神的主体の確立した確固

たる組織の完成を基礎として ｢無産階級の政治勢力と結合すること｣が､山川

の希望であった｡̀13'この方針は山川の弟子､高橋貞樹を中心とする全国水平社

青年同盟に影響を与え､全水青年同盟はその機関紙 『選民』を通じて水平社の
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組織化の急務を高調する｡しかしその後､1925年 (大正14)9月 ｢コミュニス

ト･グループ｣の政策とのかかわりで全水青年同盟は全日本無産青年同盟への

発展的解消をめざして突如として解体され､新たに全国水平社無産者同盟の創

立が宣言されるという経過をたどるのであるが､山川は1928年 (昭和 3)2月

の 『社会科学』に掲載 した ｢無産政党分立期｣において､1925年段階の全日本

無産青年同盟の結成､全水無産者同盟の方針を以下のように批判的に分析 して

いる｡

｢無産青年同盟は､･･･大衆を獲得する運動の段階に進むことができないで､

むしろ無産青年中の左翼的な分子が､大衆から自らを分離する作用となった｡
RitJihlC

-勢ひその周囲に､右翼的な勢力の防壁を築づいてゆくこと なゝった｣(14)

｢水平社無産者同盟は､純然たる無産階級的立場に立つ運動として､水平運

動一般との間に鋭利な対立を作ったものであった｡当時この新運動の基礎となっ
(秩カ)

た見解は､差別撤廃の如き非階級的な立場に立つ水平運動は､現在の社会級序

に対する反対勢力としての作用を､永久に含んでゐるものではない､-闘争が

ある段階まで発展すれば､もはや現在の社会秩序に対する闘争の性質を失って､

必然に分解 し凋落するものである｡然るに水平運動一般は､今日あたかもこの

段階に到着 したものであって､そのあとには､反動作用以外に何ものをも有 し

ない水平運動の残骸が残されるに過ぎぬ､それ故に､今日は水平運動のうちか

ら､一般無産階級運動に合流すべき､無産者分子の運動一純粋な無産階級的運

動-を分離し出ださねばならぬ､といふにあった｡現に水平運動中にあってこ

の見解を取った人々は､無産政党の綱領中に､部落民に特殊な要求を掲げるこ

とにさへも反対した｡-か ゝる見解に立った水平社無産者同盟の運動は､勢ひ

水平運動一般との対立を激成 し､差別撤廃の要求にもとづ く非階級的な水平運

動一般が､かかる径路を取って分解し､凋落し､または反動作用以外の何もの

でもなくなる過程を促進することに向けられた｣(三5'

長文の引用となったが､ここに共同戦線覚を志向する山川と､再建共産党路線

に向かった高橋との､部落解放論レベルでの決定的分岐点があったと思われる｡

山川は透徹 した分析で､部落解放論の大枠を設定したが､しかしなお抽象的

次元に止まり､これ以上の具体的な部落問題の解明には進まなかった｡山川に

とっても､部落解放の問題は､無産階級運動にとって部分的なものと理解され
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ており､差別反対闘争の思想が､既存の無産運動にも内在する差別体質を根底

から問う質をもっていたことを認識しなかったからであろうか.(16)

(lI 阪本清一郎 ｢山川氏を偲んで｣､ r山川均全集J月報 (4)o

(2)山川均 ｢特殊民の権利宣言｣､ r前衛j1922年4月号､ r山川均全集j4､勃草

書房､1967年刊､所収｡なお ｢全集Jでは ｢r部落民Jの権利宣言｣0

(3)山川均 ｢恐れられた水平運動｣､ F改造j1923年3月号､ r山川均全集』5､所収

(4)山川均 ｢支配階級の毒盃一水平運動の試錬期｣､ F赤旗J1923年5月号､前掲

F山川均全集』5､所収｡

(517仙川均 r無産階級の政治運動J (発売禁止版)の ｢はしがき｣ (1924年 5月)､

前掲 r山川均全集J5､所収｡

(6)(8仙川均 ｢水平運動者K氏への書簡｣1925年 1月25日､ r山川均全集』6､勤草書

房､1976年刊､所収｡なおK氏とは栗須七郎のこと｡

(9)●山川菊栄 ･向坂逸郎編 r山川均自伝j岩波書店､1967年刊､第4刷､402ページ.

uo) 山川均 ｢無産階級の政治運動｣(発売禁止版)の ｢はしがき｣､前掲 F山川均全

集j5､所収.

(ll)(12)山川均 ｢水平運動家K氏への書簡｣､前掲 F山川均全集J)6､所収O

(13)山川均 ｢無産階級の政治運動｣(発売禁止版)の ｢はしがき｣､前掲 F山川均全

集』5､所収｡なお､山川はこの ｢はしがき｣(1924年5月)で､全国水平社第

3回大会が九州水平社の提議した ｢政党政派に超越するの件｣を可決 したことに

関して､ ｢若し水平運動が現在の無組織の状態のま､で､現在の政治勢力と接触

したならば､その結果はブルジョア政党に利用せられるに過ぎないことは明かで

ある｣として､大会の決議を ｢極めて聡明な態度｣と評価している｡秋定は､こ

の点について ｢この頃の山川の立場は微妙｣とみている (秋定嘉和 ｢水平社運動

におけるアナ･ポル対立について｣､ r部落解放史ふくおか』10号､1978年 2月

号､45ページ)｡山川が､他方で､無産階級政党は ｢労働組合と農民組合以外の､

無産階級的の解放を目的とする運動の組織一例えば部落民の解放運動-を包容し

なければならぬ｣ (山川均 r無産階級政党の諸問題｣､該当個所は24年 4月稿と

みられる､ r山川均全集j5､406ページ)としているからである.しかし､山

川は秋定のいうように ｢政治超越論｣から ｢政治参加論｣にかわったのではなく､

｢現在の政治勢力｣-ブルジョア政党と来るべき無産階級政党を区別し､一方で
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水平社の組織化とそれを前提とした将来の無産政治勢力との結合を希望 しつ

つ､他方で､将来のあるべき無産政党像として､水平運動を積極的に ｢包容｣

すべき対象としたのであって､この点での立場の変化はないと思われる｡山

川の来るべき普通選挙に対する ｢積極的棄権｣戦術が放棄されたのは､1923年

末であるといわれている｡ (F山川均全集』4､ ｢編者あとがき｣459ページ

参照)0

u4)(15)山川均 ｢無産政党分立期｣､ F社会科学』昭和 3年 2月号､401-402ページ.

(16) 秋定は､山川が ｢水平社会｣を ｢対置的批判的に､現実的な社会主義社会に連結

した｣といいきっているが､山川は-その心中はともかくとして一佐野学や高橋

貞樹と異なり､ ｢搾取のない社会｣と ｢差別のない社会｣とを一応区別 して使用

している (ただし､その関連については明確に規定 していない)｡また､秋定

は ｢山川においても､当初､部落差別を主体的にとらえるという観点を示 しなが

ら､水平運動の高揚と無産運動の多様化のなかで､ただちに無産運動-の合流論

が主張された｣とし､さらに､山川の主張を ｢身分闘争より階級闘争が重視され

るという論理的提案｣であるとみなしているが､山川の論理をそのように直線的

に理解することは問題であろう (秋定嘉和 ｢部落解放運動と共産主義｣､渡部

徹 ･飛鳥井雅道編 『日本社会主義運動史論』､251-252ページ)｡山川は一方

で､労働者階級の ｢同盟罷業｣に相当するものとして ｢徹底的札弾｣の不可避性 ･

必要性を承認していた｡しかし同時に､差別問題が支配体制変革の問題と関連 し

ていることを認識していたから､水平運動の社会的 ･政治的運動としての展開､

無産階級政治勢力との結合を主張したのであって､決して無条件の ｢無産運動へ

の合流論｣ではなく､差別問題を放棄した ｢合流論｣ではない｡また水平運動に

おける ｢身分闘争｣と ｢階級闘争｣は機械的に対立するものではない｡身分闘争

が身分闘争として深化し展開されれば､それが階級闘争化することは当然である｡
●

山川は身分闘争が階級闘争化することを望んだろうが､身分闘争が ｢階級間闘争｣

に解消されうるなどとは考えなかったであろう｡山川の1924年 (大正13)段階の

無産階級政党論においては､無産政党が ｢労働組合と農民組合以外の､無産階級

的の解放を目的とする運動の組織一例えば部落民の解放運動-を包容 しなければ

ならぬ｣､ ｢労働組合と農民組合以外の､無産階級的､ないしは反資本主義的な

運動と組織一例えば植民地民族､部落民その他の被抑圧民の解放運動など-を包
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容し､もしくはその利害を代表しなければならぬ｣と論じている (r山川均全集j

5､勤草書房､1968年刊､406ページ参照)｡山川が水平運動の独自性を認めて

いたことは明らかであろう｡しかし､山川は､水平運動における ｢徹底的札弾｣

と ｢水平社会｣実現との関連をより具体的に展開しなかった｡おそらくそれは､

水平運動の社会的諸運動全体のなかで占める位置がプロレタリアー ト解放運動と

いう根本的課題の前には副次的であるという認識があり､水平運動の提起 した課

題がプロレタリア解放にとっても根本的な重要性をもっていることが理解されな

かったからであろう｡

(6)稀田民意の水平運動分析

櫛田民蔵 ｢対角線的に観たる水平社問題 (水平社の運動は無産者の運動に合

同せよ)｣(1)は､1923年 (大正12)3月の ｢水国衝突事件｣に触発されて発表

された論文である｡それは､マルクス主義の資本主義経済分析の上に展開され

た最初の論文であった｡

櫛田は水平社の三綱領を評 して､ブルジョア革命の宣言を努繋させるとしつ

つ､水平運動は ｢現在の社会組織の根本原則を是認｣し､かつそれを ｢徹底｣さ

せるものであるから､それは現体制内での ｢自己階級の解放｣をめざす ｢-の

同化運動｣であって､かつてのような革命運動ではないと規定した｡さらに､

被抑圧者としての運動という点で一般無産運動との類似性を指摘しつつ､一般

無産者運動が資本家階級に対する運動なのに対して､水平運動は資本家や労働

者を含む ｢一般市民に対する運動｣であり､前者が ｢社会組織改造｣を究極目

的としつつも､当面の問題が ｢所得分配の問題｣であるのに対し､後者は ｢人

類解放の問題｣を究極目的としつつも､当面は ｢差別待遇の問題｣であると規

定して､両者の相異を明らかにした｡その上で､櫛田は､水平運動の当面の目標

である ｢差別待遇問題｣が解決したとしても､住居移転の自由､営業の自由､

教育の自由､婚姻の自由等を実質的に享有しうるのは部落の有産 ･中産者層で

あって､大多数の無産部落民はかつての市民革命時における無産者層と同様に疎

外される運命にあることは明らかで､それをくり返さないためには､水平運動

は ｢歴史的に一種の共通点を有し､又現に多数無産部落民と共通の思想感情を

有する一般無産者の運動に合同すべきであろう｡｣と主張したのである｡
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櫛田はさらに詳説する｡

部落民が一般市民と同一水平線上にたったと仮定しても､それは ｢抽象的｣

次元での解放であって､依然として ｢労働力即商品の経済法則｣に支配される

のであり､部落民を ｢蒸溜｣して有産者と無産者に分割す るという ｢基礎的

差別待遇｣は克服しえない｡この ｢基礎的差別｣-の単純化は資本の論理それ

自体によって貫徹されるのであり､その意味ではマルクスのいったように ｢資

本家階級は最大のデモクラット｣である｡しかし､他方､この二大階級への単

純化､無産階級の増大は資本主義体制軒覆の危険性が増大することを意味する

から､ここに資本家階級は､ ｢新旧の中等社会の保護政策｣や ｢保守的乃至資

本家的社会政策｣を展開して体制の ｢安全弁｣とする必要に迫られる｡ここに､

国家の ｢階級思想の実体｣､ ｢反動思想の実体｣である差別の中核的実体 と

しての ｢旧中等社会｣維持の必然的根拠も求められるのである｡

こうして､資本主義は ｢一方に於ては無産者層を拡大することに依り 『差別

待遇』の実を軽減するが､他方に於ては､新旧中等社会の保守的部分を社会的

勢力として維持することに依り､ F差別待遇Jの実を増大せんとする｣という

｢本質的矛盾｣に逢着するに至る｡

そして具体的にみた場合､世界恐慌の継起するこの時期､日本資本主義は

｢保守的傾向を維持する｣と思われるから､ ｢立憲主義徹底｣を主張する水平

運動は､この傾向に反抗する存在である｡しかも無産階級のみが ｢一般の保守

的階級的思想に対抗する自然的資格｣をもつのであるから､水平運動を ｢一括

して抱擁し得るもの｣は､無産運動だけである｡

かくて､櫛田は次のように結論する｡

｢水平社の運動が全部落民の運動であるならば､･･･無産部落民は勿論其の少

数の部落中産者乃至有産者も其才あるものは才を以て､其財あるものは財を以

て､一般の無産者運動に投ずべきである｡水平社の運動は､一般労働者の運動

と合同することに依ってのみ其の目的が達せられるるであろう｣｡

以上が櫛田論文の骨子である｡

彼によれば､第 1に 部落民の一般無産者への同化傾向という経済法則によっ

て､第 2に社会政策を実施 して差別の実態を保護育成する資本家階級が無産

運動と共通の敵であることによって､水平運動は一般無産運動と ｢合同｣ し､
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全部落民は一般無産運動に身を ｢投ずる｣根拠をもつわけである｡

櫛田は ｢差別待遇問題｣の解決という ｢仮定｣を楽天的に前提して論を進め

ているが､この差別と迫害こそが､日本資本主義の発展に不可欠のものとして

展開されていく二重構造の底辺に､部落民が全体として沈澱せしめられる原因

なのであり､この差別と迫害の結果､むしろ市民社会における二大階級への分

裂化作用の枠外に部落が<奈落>として存在させられるという方向を認識しな

かった｡

彼がこの論文で論証しようとした最大の問題は､いずれにしても部落民が一

般無産者と ｢合同｣して闘う必要性と必然性であった｡反差別闘争のもつ意義

は､彼にとっては第二義的 ･副次的な問題であった｡部落民衆が一歩進んで

｢基礎的差別待遇｣を打破するためにはもちろんのこと､現在主張する ｢差別

待遇｣の撤廃にとどまるにしても､それを実現するためには､無産運動との

｢合同｣が不可欠なのだ､という主張が主眼であった｡

しかし､重大なのは､一方通行的に､部落民が一般無産運動に ｢投ずる｣こ

とや ｢合同｣することを要請されていることである｡社会の差別的構造や差別

的意識構造の解体に一般無産運動がいかに寄与しうるかについては､一言半句

も述べられていない｡一般無産運動が､<奈落>の地点からの告発を､自らを

も含みこんだ差別的構造や差別的意識構造を対象化 しそれを変革する契機と

して受けとめ､相互の自己変革-それは､水平運動にとっては徹底的個人糾弾

闘争の限界を突破することであり､一般無産運動にとっては差別的 (思惟)構造

を解体する途をとることである-が追求されるとき､はじめて新しい質の民主的

連帯の思想が創出され､<差別の根源>と<搾取の根源>に対する共同戦線も

可能となるであろう.櫛田論文にはこの観点がまったく欠落していたのであるL.2)

(1) 櫛田民蔵 ｢対角線的に観たる水平社問題 (水平社の運動は無産者の運動に合同せ

よ)｣､ r我等j1923年 5月号.

(2)秋定は､この櫛田論文を ｢この期の社会主義者の側からする最も論理的な､いわ

ゆる r解消論J的見解といえよう｣と述べた (秋定嘉和 ｢部落解放運動 と共産主

義｣､渡部徹 ･飛鳥井雅道編 r日本社会主義運動史論』､254ページ)｡それに対 し

て､中村は櫛田論文が提示する運動論として､① ｢部落差別というブルジョア民主々

義的課題を担うのはプロレタリアートであるとすることから､水平運動はプロレ
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クリア運動に合流せねばならないとする方向｣および㊥ ｢ブルジョア民主々義的

課題が実現しても､基礎的差別待遇は消滅しないとすることから､水平運動はプ

ロレタリア運動に解消しなければならないとする方向｣の2側面を指摘 し､秋定

の意見を批判して ｢櫛田論文を解消論的見地に解消することは､一面的な理解で

ある｣と批判する (中村福治 ｢高橋貞樹と水平運動｣､l闇;落151号所収､詔～恥ペー

ジ)｡中村は櫛田論文の①の側面のみを強調して秋定の意見を ｢一面的｣と批判

しているのである｡しかし､櫛田論文は､一方的に水平運動の無産運動への ｢合

同｣のみを強調して､水平運動の独自的意義を深化することなく､ ｢差別待遇｣

問題の解決が単に有産 ･中産部落民の解放しか意味しないことを主張 している｡

プロレタリアートがブルジョア民主々義的課題を遂行する担い手であり､そして

その課題が政治的制度や形式の問題にとどまらないとすれば､部落解放の課題は

プロレタリアートにとって最も重要な課題の 1つであり､その解放を自己の課題

としなければならないはずである｡だとすれば､櫛田は部落民にプロレタリア運

動への ｢合同｣を呼びかけるよりも､むしろプロレタリアに部落問題への理解と

支援を呼びかけることを先ずおこなわなければならない｡しかし櫛田論文のベク

トルは反対になっている｡この点からいえば､櫛田の2側面一中村のいわゆる

｢合流｣と ｢解消｣-はどれほどの相異があるのであろうか｡水平運動への支援

を二の次にして､一方的にこの運動のプロレタリア運動への ｢合流｣を強調する

ことは､詮ずるところ ｢解消｣論へと傾斜していくことは否定できないであろう｡

櫛田自身､水平運動がプロレタリア運動に ｢合同｣することと､部落民がプロレ

タリア運動に ｢才｣と ｢財｣をもって投ずることを区別できないまま主張 したこ

とは､櫛田の見解が ｢r解消論J的見解｣だとする秋定の理解を許容するもので

あろう｡

Ⅱ 高橋貞樹を中心とする水平運動論の展開

(1)高橋貞樹の水平運動論

水平運動史上､高橋貞樹を避けてとおることはできない｡初期水平運動に対

する理論的寄与 と実際的指導は､その功罪ともに大きな影響力をもっていたか

らである｡彼は喜田貞吉の部落問題研究に学びつつ､山川均や佐野学､また櫛
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田民蔵の影響のもとで自らの部落問題に関する理論を構築 した｡彼が部落問題

にかかわった時期は1922年 (大正11)の夏頃から26年春まで､すなわち､自ら

部落民と名乗っで 1)山川均から阪本清一郎に紹介されて以来､26年 4月離日し

て ｢レーニン研究所｣留学のためロシアに向かうまでである｡24年10月に発覚 し

た ｢遠島スパイ事件｣を契機として激化 した水平社内部のアナ･ボル対立の渦

中で､全水無産者同盟の創立に反棲して開かれたアナ派の全国水平社青年連盟

全国協議会 (25年10月)において､高橋は部落民ではないと攻撃され,(2)26年

2月の全水第3回中央委員会での彼自身の弁明(3)にもかかわらず､5月の全国

水平社第5回大会で除名処分をうけたが､この大会前に日本を離れていた｡

高橋の全生涯にわたる思想的軌跡については､沖浦和光論文(4)にゆずること

として､ここでは高橋の部落問題理論を考察の中心に据えることとする｡

3･15事件で共産党が大検挙を受けた年の暮､覚の建て直 しをはかって28年

(昭和3)12月初旬に帰国した高橋は､翌年の4･16事件直後の 4月26日､治

安維持法違反で検挙 ･投獄されたが､1930年 (昭和5)1月における訊問のな

かで､全国水平社第 2回大会後の水平運動の状況に関して､以下のように述べ

ている.(5)

｢続いて水平社代表が東上する等の事がありましたが､此の頃より漸く不純

な傾向が現れたので､私は-水平運動の真意義を明らかにしたいと思いました

が力足らず､奈良県に於ける水平社国粋会の闘争等を期として､最初の徹底的

礼弾の方法が行き語り､又分裂の危険等を感じ始めたのです｣0

｢水平社運動は大正13年頃より-転向を示し､青年同盟及その機関紙を通 じ

て左翼化､一般 『プロレタリア』運動との提携､当時漸 く拾頑 し来った無産政

党組織運動支持等の形勢が熟して来て､スパイ問題が起ったので した-無産派

と反対派との対立はより激しくなりました｡大正14年第 4回大会の時最も露骨

に表白せられたので した｡水平社青年同盟の方針は-反動派不純分子と戦うと

共に､所謂徹底的礼弾の方法が行詰りを呈 し来った情勢に際し､水平運動の将

来としてはより広大なる政治的戦線に進出する必要ある事を力説 し､此の方向

に努力したのです｡従って青年分子の糾合と教育と言う事に力を注いだのであ

ります｣0

引用文中の全国水平社青年同盟は1923年 (大正12)11月に大阪において結成
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された｡翌年 2月15日より月刊で発行されはじめたその機関紙 『選民』の巻頭

論文には､主として高橋が論陣をはったのである.(6)

F選民｣の論調を検討する前に､高橋の一連の部落問題に関する論文 ･著作

を乱上にのせて､水平運動 ｢第2期｣における彼自身の構想をさらにくわしく探っ

てみよう｡

高橋は､櫛田の水平運動に関する規定一現行社会組織の根本原則を是認した

体制内解放運動一に異議を唱えて､その場合には､水平運動は ｢単なる同情的

乃至哀憐的な差別撤廃運動｣(7)と何ら異なると.ころがない､と批判 した｡高

橋の櫛田に対する最大の批判点はここにあった｡櫛田が､水平運動の意義を体

制内民主化闘争の枠内に位置づけ､ ｢-の同化運動｣と規定するのに対して､

高橋は､水平運動における ｢人間権の奪還｣-8' という主張とブルジョア革命に

おける人権宣言との相異を強調し､ ｢人間権の奪還｣という主張を ｢ブルジョ

ア社会の偏頗と不公平と矛盾とに悩む被搾取群が現在の社会組織に対する反逆

の意志表示｣ (9) と把えた｡すなわち､現行資本主義体制の集中的矛盾の表現と

しての部落問題は､この体制の根本的変革によって解決されるという立場であ

る.'10' したがって､ ｢人間権の奪還｣をめざす水平社の綱領は ｢無産階級の革

命的宣言｣̀11'に はかならない｡<人間性の原理に覚醒し人類最高の完成に向っ

て突進す>という綱領のめざす最終目的は ｢水平社会｣の実現なのであり､そ

れはまた階級のない社会､搾取のない社会をも意味する｡

｢水平運動の革命的意義は､此の闘争の裡から F水平社会』を生み出すにあ

る｡社会 x̀"x'は単にプロレタリア階級の解放のみを以て終るものではない.そ

は必ず虐げられたる全ての人々を含むものである｣t三2'

高橋は､部落存続の根拠を明治維新の不徹底､自由主義を経過 しないで確立

した帝国主義に求めた.(13)そして､日本帝国主義に対 して国内の労働者と小作

人､その殖民地 ･半殖民地の労農大衆､また日本の部落民や朝鮮の白丁のよう

な被差別民衆という三者が共同戦線を結成して階級闘争に起つことを強調い霊 '

これに関連 して､民族闘争を論ずる時､彼は常に ｢民族運動の階級闘争化'j5'
の論理を軸とした｡アイルランド､インド､朝鮮などの独立運動を引照しつつ､

彼は ｢資本主義が其の発達の高い段階に達 した今日では､純粋な F国民的』独

立運動は存在 しない｡既に単なる自治運動､独立運動ではなくて､無産階級自
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身の手による革命運動である｣̀16'としたのであった｡一般的にいって､たしか

に一方では､このヘゲモニーの視点を確立することは必要なことである｡しか

し､他方､民族運動における続一戦線的視点が高橋には完全に欠落していた｡

この ｢民族運動の階級闘争化｣の論理は､彼の水平運動論についても展開さ

れる｡彼は一方で櫛田を批判しつつ､他方で櫛田の理論一資本の論理それ自体

による ｢基礎的差別｣への単純化､部落民の ｢蒸溜｣による一般市民と同様の

有産者と無産者への ｢分別｣-を導入し､資本家経済による ｢有産部落民の市

民化作用｣̀1.7'｢有産部蕗民市民化の傾向｣̀18'を強調し､ ｢単なる差別撤廃の運

動に解放せられるものは部落民中の中産有産の人々のみである｣̀19'とみた｡そ

して､部落民の大多数は無産者であって､部落外のブルジョアジーに対するだ

けでなく部落の ｢地主家主高利貸｣といった中産 ･有産者に対しても ｢利害相

容れぬ｣と主張したのである｡こうして､高橋によれば､水平運動は無産の部

落民の解放運動として位置づけられるのであると20'

高橋は､櫛田論文において主張された<水平運動-同化運動>論に反棲 しつ

つも先にみた櫛田の理論的枠組をうけいれた｡したがって､水平運動を体制内

運動に止まらせないために､それが無産の部落民の運動であることを強調 した

のである｡すなわち､高橋は ｢差別撤廃｣の必要性を承認 しつつも､それを単

なる部落有産者の市民化という観点からのみとらえ､そして､直線的な部落内

階級分解の論理から､無産の部落民の運動としての水平運動という視点を前面

に打ちだしているのである｡

しかし､高橋自身が承認する日常的要求一差別撤廃闘争-と､無産部落民の

根底的要求- ｢水平社会｣の実現-とを機械的に並置するのでなく､両者の関

連を探化し切り拓いていく方向にこそ､水平運動の真の要求があったはずであ

ろう｡民主々義的課題をどのように社会主義革命の課題のなかに積極的に組み

こんでいくか､という視点である.部落民の生活実態一差別と迫害と困窮-か

ら､民主々義と社会主義とを統合する一両者の間に万里の長城を築 くのでなく一

視点を切り拓いていくこと､反差別闘争の深化を通じて､従来の形式的民主々

義の枠を突き破る<新い ､民主々義>への展望を獲得することこそが問題であっ

た｡部落民の生活と生産の在り方総体がそれ自体､差別の現象形態にはかなら

ず､それを構造化 している体制に対して､個々の現実を媒体として糾弾を発展
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させること､差別の社会的構造や社会的意識構造の解体に向けて､あらゆる団

体に対し積極的な取組みを要求することによって､民主々義的思想や文化の変

革を追求することが重要であった｡水平運動の反差別闘争という課題とその

闘争の回路を豊富にし､深めていくという過程においてのみ､民主々義の質的

変革および社会主義との接続の問題が水平線上にあらわれてくるのであろう｡

ブルジョア民主々義か社会主義かという機械的対立の図式を乗り越える位置に

水平社は置かれていたのではなかろうか｡文化的にも物質的にも<奈落>に緊

縛されていることによって､部落は体制の思想的 ･文化的な在り方､社会的 ･

経済的な在り方に対する根元的な告発を可能とする地点に立っていたのであり､

それ故にまた､これらを総体として統一的に変革する視点を獲得することが可

能な場に身を置いていたのではなかろうか｡もちろん､このような方向を明確

化することを当時二十歳になるかならないかの高橋に求めることは酷であるか

もしれない｡問題は当時のマルクス主義､そして日本の<若い>マルクス主義理

論の水準の問題ともからんでくるであろう｡

しかし､大衆的身分組織としての水平社において､ヘゲモニーの視点ととも

に重要なのは統合的運動の視点であった.差別反対闘争一個人の言行に対する

徹底的糾弾闘争はその初期の表現形態である-は､水平運動の生命である.水

平運動は､たんに､ともに差別に苦しむ有産 ･中産の部落民を予め排除したとこ

ろに成り立つ無産の部落民のみの解放運動なのではない｡このことは､もちろ

ん､上層部落民による下層の搾取に対する闘いを放棄するものではない｡問題

は､下層に依拠して上層とも闘いっつ､しかもその上層をも包括して､体制に対

するより高次の闘争の方途を見出す事であった｡体制による部落民総体への搾

取は､部落内部での上層から下層への搾取移譲を結果する｡これに対して､窮

迫克服の途が､部落民全体を統合していく視点から要請されるはずである｡こ

の点､高橋は部落内の階級的利害の相反を強調するのみで､運動の統合とそれ

にもとづいた体制への闘争回路を模索 しようとしていないのであった｡大衆的

な身分組織としての水平社に結集する各階級 ･階層の部落大衆を､いかにして

全体として反差別闘争に統合し､多様な運動形態を創出していくかを模索して

いくことが水平運動の第一義的課題であった｡部落民の被差別的な生活と生産

の在り方から出発して､一方では支配体制の構造的一環としてそれを具体的に

-165-



把握し､他方ではこの差別構造の具体的諸相を打破する過程で差別意識の解体

を迫っていくことが必要であった｡高橋は､この具体的課題を一挙にとび越え

て､抽象的に現体制の革命を主張したのであった｡

高橋は ｢労働運動が日々の経済的政治的闘争を以て解放への過程の一歩とす

る如く､水平連動の日常の闘争は差別待遇に対する徹底的糾弾と差別廃止の要

求とである｣く21'としてこの日常闘争を決して否定 しなかったが､この闘争の体

制に対する具体的な上向過程を深化しなかった｡ ｢部落の制度を今も支持する

資本主義自体｣ 2̀2'に対する闘争が一般的に強調され､それ故に､共同戦線の対

象である一般無産運動との連帯のみが前面に押 し出されて､無産運動の思想体

質を変革し反差別の共同闘争を展開することの重要性が認識されなかった｡む

しろ逆に､彼は､部落民の一般無産者との ｢連帯心理｣と ｢連帯的運動｣の欠

如を問題とし､両者の ｢親密なる結合と協同運動｣を部落民に要求 したのであ

る.(23)部落民の反差別闘争を深化するなかで､両者の相互批判とそれを通 じた

連帯を展望するのではなく､差別問題と切り離された次元での連帯が主張され

た｡このような高橋の水平運動論の欠陥は､差別撤廃闘争が有産 ･中産部落民

の市民化を結果するのみであり､それ故にまた資本主義本来の矛盾を明確にし､

階級対立を単純化するのみだとする論理にその根拠をもっている｡

高橋は､ ｢水平運動最近の諸問題｣と題する論文を 『新人』の1925年 2月号

に発表した｡それは､題名の示すように､この時期の水平社に対する高橋自身

の問題意識を表明したものであった｡

水平運動第 1期が､ ｢熱情的｣､ ｢行動的｣であり､また ｢空想的｣な､差

別と迫害に対する自然発生的プロテス トであったのに対して､第 2期は､下か

らの ｢組織化｣と主体形成のための ｢訓練｣の時期であり､そして徹底的糾弾

闘争から ｢全般的闘争｣への移行期､すなわち ｢差別の根本組織｣に ｢対抗｣

すべく ｢無産階級の政治運動に進山｣する時期である｡高橋は､1923年 3月の

｢水国闘争｣事件およびそれ以降にみられた ｢訓練｣の欠如､24年10月に暴露

された ｢遠島スパイ事件｣に象徴的にあらわれている ｢無組織の欠陥｣を引照し

つつ､水平運動の現況を第1期から第2期-の過渡期としてとらえた｡今や水平

社は ｢全運動の確乎たる組織化と､強い鉄のような訓練を必要とする｣のである̀.24'

水平社の組織化に関して､高橋はかつて ｢現在の縦断的組織をより緊密強
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固なものとすると共に産業的横断組織の完成は絶対必要である｣(25'と論じてい

た｡しかし､今や産業的基礎にもとづく組織化の困難さを確認せざるをえなかづ

た｡部落は ｢幼稚な先資本主義的な｣産業形態を特徴としていて､したがって

部落の無産者とは､手工業者､封建的無産者､小地主､小作人､小商人､そし

て極小数の工場労働者を一括したものにはかならない｡産業的組織形態は ｢産

業の近代化の傾向｣のなかで確立 していくより他にない｡他方､部落水平社か

ら府県水平社への ｢有機的な連絡｣をもって水平社の全国的な集中組織は確立

されなければならない｡

また､ ｢全般的な政治運動｣へと展開していくためにも､部落民は ｢ブルジョ

ア政治心理からの独立､支配者の思想の統制に対する吾々の階級の精神的独立｣

を ｢訓練｣を通じて確保 しなければならない｡水平社は ｢近代プロレタリアの

組織｣ではなく､水平運動を推進する ｢第-の原動力｣である ｢差別観念に対

する憤激の感情｣も､そのままでは ｢近代プロレタリアの意識｣ではない｡部

落民の ｢階級意識｣への覚醒は､政治戦線における戦闘的な近代的労働者との

｢接触｣からのみ生み出される｡

さらに､部落民の最終的解放は､近代プロレタリア階級との ｢密接な結合｣､

その政治闘争への参加によってのみ可能である｡ ｢資本と土地財産と､ブルジョ

ア的及び封建的イデオロギーに対しては､唯一つの労働が抗争する｣からであ

る｡そして部落民の意志を真に代表する来るべき無産政党は､労働党や農民党

というような分立した小党の部分的意志ではない｡部落民の意志を真に代表し､

その最終的解放を実現しうるのは､ ｢全ての無産者分子を包容した明確な階級

綱領と階級政策とを有する覚｣であるo(26)高橋は､普通選挙法の公布 (25年 5

月)を間近にして､無産政党結成への動きをみまもりつつ､無産階級全体を統

合しそのなかで部落民の位置と解放への戦略配置を全体的観点から展望しうる

大衆的全国単一無産政党をこの時点で期待 していたのである327)

高橋は､ ｢徹底的糾弾｣が部落解放運動の ｢第一歩｣であり､闘争の ｢原動

力｣であることを決して否定はしなかった｡,しかし､この部分的闘争の深化へ

向かわずに､それと切り離された地点に ｢全般的闘争｣を構想した｡すなわち､

｢政治的の戦線に､無産階級の政治運動に進出｣することが強調され､一切

をそれに収赦させていこうとしたこ28)複雑に分節化 し有機的に結合 した差別
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的社会構造一諸個人は最終的にはそれぞれの地位､職業､家庭等を通 じて この

構造に組みこまれかつそれを支えている-の現実形態を介 して支配体制に対す

る大衆的糾弾に闘争を発展させる方向を追求 しなかったのである｡この方向が

水平運動の主要な闘争回路なのであり､この方向を通 じて無産運動との提携 も

構想されるべきだったのである｡

(1) 大多数の論説が高橋部落民説を前提ないし強調するのに対して､それに疑念を投

げかけているのが秋定嘉和である｡秋定 ｢水平社運動におけるアナ ･ボル対立に

ついて｣､ r部落解放史ふくおか』第10号､1978年2月号､53-54ページ参照｡

(2)渡部徹 ･秋定嘉和編 F部落問題･水平運動資料集成j第 1巻､三一書房､1973年

刊｡115ページ､117ページ参照｡

(3) F水平新聞j (復刻版)大正15年3月15日､第5号.

(4)沖浦和光 ｢日本マルクス主義の一つの里程標一高橋貞樹の思想的軌跡-｣､ F思

想j1976年12月､77年2月､77年5月､77年6月.この沖浦論文は､ ｢転向者｣

として長い間その業績を必ずしも十分に評価されてこなかった高橋の全生涯を､

彼の生きた歴史的背景を照射しつつ詳細に論じた唯一の労作である｡この長大論

文では､当時のマルクス主義理論の大枠のなかでの高橋の業績に積極的評価が与

えられている｡もちろん高橋も<時代精神の子>であり､その時代的背景を抜き

にした超越的評価は慎しむことも必要であろう｡しかし､他方､当時のマルクス

主義理論の水平運動に対する積極面とともに､その負の側面を明らかにしておく

ことは､部落解放理論の一層の発展のためには必要不可欠の作業であると考えら

れる｡なお､ r解放新聞｣に連載された沖浦和光 ｢日本文化史における膿民文化

の位置｣ (1980年9月 1日～1981年12月7日)には､部落研究に新しい角度から

のアプローチが試みられており､示唆されることが多い論文である｡

(5) ｢高橋貞樹訊問調書 (抄録)｣､渡部徹･秋定嘉和編 r部落問題 ･水平運動集成』

第2巻､三一書房､1974年刊､38ページ､39ページ｡

(6) ｢第-面の巻頭論文は毎号高橋貞樹君が受持ち､時折中村甚哉君が代筆した｣と

言われる. r選民J (復刻版)における木村京太郎の解説.

(7)高橋貞樹 F特殊部落一千年史｣ (部落問題資料文献叢書第 1巻､世界文庫版)295

ページ.原著書は1924年5月､更正閣刊｡発行 2日後に発売禁止.

(8)高橋貞樹 ｢人間権の奪還｣､ F種蒔く人』1923年2月号｡なお､小牧近江 ｢高橋
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貞樹と r種蒔く人j｣､ F部落Jl1963年 1月号､参照｡

(9)◆高橋貞樹 ｢水平運動の革命的意義｣､ F階級戦J1923年7月号 (法政大学大原社

会問題研究所編 r日本社会運動史料/機関紙誌篇 赤放 階級戦 (全)J所収)

46ページ､高橋 r特殊部落一千年史J296ページ｡

(10) 高橋が一貫して日本帝国主義-ブルジョア権力論､社会主義細 身こ立っていたこ

とについては､ 沖浦和光 ｢日本マルクス主義の一つの里程標｣､r思想｣1977年

2月号､91-92ページ､および1977年5月号､81-84ページ参照｡

ここで論ずる余裕はないが､筆者は基本的には明治維新をブルジョア革命 (ブル

ジョア民主々義革命ではないことに留意 !)とする視点が正しいと考えている｡

ただし､その事は労農派の論理をそのまま継承する事を意味しない｡労農派 ･講

座派の見解を止揚した新たな明治維新-ブルジョア革命論の構築が必要であろう｡

この問題についての筆者の見解は別に稿を改めて発表したいと思っている｡

(ll) 高橋貞樹 ｢水平運動の革命的意義｣46ページ.高橋 r特殊部落一千年史J296ペ

ー ジ ｡

(1カ 高橋貞樹 ｢水平運動の革命的意義｣39ページ｡

u3 .高橋貞樹 ｢水平運動の革命的意義｣42ページC高橋 F特殊部落一千年史J291ペ

ージ｡

(1心 高橋貞樹 ｢吾等の水平運動｣､ r解放J1923年5月号､ r水平運動史の研究j第

2巻､資料買上､所収.高橋 ｢水平運動の革命的意義｣伯ページ｡高橋 r特殊部落

一千年史j333-334ページ.

(15) 高橋貞樹 ｢無産者革命と民族問題｣､ F赤放』1923年4月号 (法政大学大原社会

問題研究所編 F日本社会運動史料/機関紙誌篇 赤旗 階級戦 (全)｣所収)26

ページ｡

uG)高橋貞樹 ｢無産者革命と民族問題｣26ページ.

Aの 高橋貞樹 F特殊部落一千年史J308ページ｡

u8)高橋貞樹 F特殊部落一千年史J310ページ｡

(19) 高橋貞樹 F特殊部落一千年史1304ページ.

榊 高橋貞樹 r特殊部落一千年史J297-298ページ.

CZl)高橋貞樹 F特殊部落一千年史j299ページ.

助 高橋貞樹 r特殊部落一千年史J309ページ.
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倒 高橋貞樹 F特殊部落一千年史J332ページ.

C4) 高橋貞樹 ｢水平運動最近の諸問題｣､ F新人j1925年2月号､ F水平運動史の研

究｣第 2巻､資料篇上､所収｡

C5) 高橋貞樹 ｢水平運動の革命的意義｣49ページ.

価) 以上､高橋貞樹 ｢水平運動最近の諸問題｣参照｡

q7) 後述のように､9月 1日､全水青年同盟から無産政党組織準備委員会が受けとっ

た無産政党綱領草案には部落問題に関する項が完全に欠落していたが､この 1

月段階においても高橋が無産政党綱領に部落問題の項を入れることが不必要だと

考えていたとは思われない｡8月下旬頃に高橋が党再建ビューローに提出した

｢水平運動の徹底的無産階級化｣の方針が､転換であったと考えられる｡

(謝 高橋貞樹 ｢水平運動最近の諸問題｣参照｡

(2)高橋貞樹と 『選民』

水平運動の第 1期から第2期への移行に関する論調を､全水青年同盟機関紙

『選民』の巻頭文にみてみよう｡論文のほとんどは､全水青年同盟の活動に理

論的指導をおこなっていた高橋の執筆であると考えられる(1)が､この同盟の活

動方向を理解するためにも､一応の分析を加えておくことは必要であろう｡

『選民』は､毎号のように､水平社の下からの組織化､教化と訓練を通 じた

主体形成の重要性を強調するとともに､運動の大衆化と政治闘争への進展の必

要性を指摘 した｡

｢第二期運動の戦術はより多く大衆のなかに踏み込んで､更に大衆と共によ

り高さ水準に上って来ることである｡-･最早水平社は先駆者のみの運動ではな

い.それは部落民の大衆的運動である｣̀O2'

｢支配階級に対する全部落民の大衆的抗議､これが吾々の糾弾行為の最後の

帰着点である｡-戦線拡大は､当然徹底的糾弾を部分的闘争より政治的闘争へ

進化せしむる｣̀.3)

『選民』は､ ｢徹底的糾弾｣を水平運動の ｢発足点｣と位置づけ､それなく

しては ｢水平運動もない｣とこれを擁護しつつ､しかし､この ｢徹底的糾弾｣
イデオロ半-

が ｢観念｣､ ｢差別観念｣に対する闘争で しかな く､ ｢差別の根本組織｣に

対する闘いに開眼することが重要であることを主張したのであった34)
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運動の一層の大衆化､分散的組織の集中化､訓練 ･教化を通じた主体の確立を

はかりつつ､ ｢支配階級に対する全部落民の大衆的抗議｣､ ｢差別の根本組織｣

に対する政治闘争へと水平運動を一挙に高次化すること､これが高橋を中心と

する全水青年同盟の方針だったのである｡

1925年 (大正14)5月､全国水平社第4回大会が大阪中之島公会堂で開催さ

れたが､全水青年同盟はそこで高橋執筆の宣言草案を提出した｡

それは､世界の資本主義の現状を ｢没落期｣､階級闘争の ｢極度の切迫の時

期｣とみ､あらゆる被抑圧階級の闘争や民族解放闘争が､結局のところ ｢資本

に対する直接の闘争｣となる必然性を強調している｡そして､自由主義段階を

経過せずに ｢資本帝国主義｣として自らを確立 した日本資本主義の ｢封建的要

素｣と部落差別との関連にふれ､水平社第2回大会以降の支配階級の圧迫と懐柔

に言及し､現在の運動の停滞を克服する途を ｢完全な運動の組織と鉄の如き訓

練｣に求めるとともに､旧来の ｢封建的資本主義的観念｣に向けての闘争に対

して､ ｢今やかかる差別的観念の基礎に対して闘はねばならぬ｣と主張したの

であった｡そのためには ｢資本｣と対抗するプロレタリアー トと連携 しなけれ

ばならない｡それ故に ｢無産階級の政治運動｣へと ｢進出｣することを不可欠

の条件としたものであった.(5)

支配階級に対する直接的政治闘争､闘争目標を同じくする無産階級の政治運

動への進出､これが全水青年同盟の宣言草案の意図であった｡そこには､差別

の具体的諸相を通 じた反差別闘争の豊富化 ･高次化､水平運動独自の課題と闘

争回路の深化 ･発展が軽視され､すべてが無産階級の政治運動への合流へと短

絡されている｡

この宣言草案は､大会で議論百出の後､法規委員会に付託され､結局保留と

いうことに落ち着いたが､同じく委員令付託となった全水青年同盟提出の規約

改正案は､一部修正の上可決された.全水青年同盟が主張 しつづけ･､ ｢遠島ス

パイ事件｣でその主張が裏付けられた形になった統一的組織整備の問題につい

ては､一応の結着がついたのである｡

(1) F選民』巻頭文のほとんどが高橋のものであることについては､Ⅱの(1)の註(6)参

照｡巻頭文のなかには一見 して高橋のものではないと思われるものがある｡たとえ

ば､第12号の ｢土台を固める準備｣､第14号の ｢組織に関する問題｣がそれであ
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る｡これらの論文にみられる比境の多用は､高橋の論文や著作頬にはみられない

からである｡中村甚哉の筆であろうか｡

(2) F'選民j･第4号､1924年5月15日｡

(3) F選民J第9号､1924年10月15日｡

(4) F選民｣第18号､1925年7月15日｡

(5) ｢全国水平社第4回大会宣言 (草案)｣､ r選民j第16号､1925年 5月15日､所

収｡

(3)全水無産者同盟の創立とその問題性

全国水平社第 4回大会の5カ月余り後､全水青年同盟第 2周年大会が1925年

(大正14)9月18日､大阪の中之島公会堂で開催された｡そこで､高橋の動議

により､全水青年同盟を解消 し､部落無産者を広 く結集することをめざして全

国水平社無産者同盟が創立された｡それとともに､近く予定されている全日本無産

青年同盟の結成 に参加すること､その機関紙として 『選民』を改題 した 『青

年大衆』をあてることが決定された.高橋らは F選民Jをすでに7月15日の第

18号をもって終刊 し､8月より r青年大衆｣と改題 して全日本無産青年同盟の

機関紙たらしめようとしていt=t日が､ここにそれが正式決定されることになっ

たのである｡

このような組織転換が､なんら組織内の民主的手続きを経ることなく､唐突

に､一方的に上から強行されたことについての問題性は､すでに指摘されてい

るところである12)

同時にこの組織転換は共産党再建をめざす ｢コミュニス ト･グループ｣の水

平社に対する方針転換と関連 している｡徳田球-は､高橋が25年 8月下旬頃､

共産党再建 ビューローに ｢水平運動の徹底的無産階級化｣の問題を提出 したと

述べている｡徳田によれば､全水無産者同盟の目的は ｢水平運動の従来の誤謬､

即ち単なる特殊待遇に対する糾弾を清算 し､水平運動を無産階級運動に転化せ

しめ様とする｣ ことであった.(3)
この一連の転換において､高橋 ら全水ポ ル派の理論的欠陥が一挙に拡大され

て噴出する｡それは､まさに1931年 (昭和6)12月の全国水平社第10会大会に

提出された ｢全国水平社解消の提議｣に先立つ水平社解消論であった0

高橋が読みあげた全水無産者同盟創立大会宣言… は､部落内部における階級闘
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争の ｢激成｣､部落解放運動の一般無産者階級闘争への ｢合一｣､ ｢差別を支

持する根本組織への対抗｣､政治闘争-の進出､無産政党への加入を主張し､

｢現在に於ける水平運動の崩賢J)をめざすものであった.水平運動は､終局段

階への ｢過渡的｣過程なのであり､ ｢部落民の覚醒と其の無産階級的分子の

階級結成に従って消滅すべきである｣｡全水無産者同盟の使命は､この過程を

｢積極的意識的｣に ｢促進｣することにあるのであり､無産部落民の解放は､

部落民としてではなく､無産者として ｢全般的な政治的経済的闘争に参加｣す

るなかで獲得されるものである｡

このような方向では､水平社の内在的発展一大衆的身分組織としての水平社

独自の闘争課題と闘争回路の深化 ･豊富化-は不可能であり､この発展を通じ

て､真に無産階級の思想と運動に寄与 していくというコースも望めない｡ある

のは部落民独自の要求を抹殺し(<水平運動の終結>)､階級的覚醒によって

無産運動に合流 ･帰一する (<水平運動の消滅>)ことにすぎない｡

宣言は､有産部落民を ｢事実上市民化した階級｣､その額から ｢部落民の格

印｣が消失した存在と把握している.かつて高橋は､ 『特殊部落一千年史』等

において､ ｢有産部落民市民化の傾向｣を強調していたが､この宣言は､その

立場を一歩進めて､有産部落民を既に ｢事実上市民化 した階級｣とみたわけで

ある｡ここに ｢決定的敵対｣の根拠があり､部落内階級闘争の ｢激成｣を主張

する根拠があったのである｡有産 ･無産を問わず部落民が差別されているとい

う社会的現実から出発 した水平運動にとっては､大衆的な身分的組織として､

制度や思想や国民心理に深くからみこんでいるこの現実を克服するという課題

が根本的な闘争方針でなければならない｡しかし､宣言は､この現実を故意に

軽視することによって部落内外を問わない単純な階級還元論におちいったので

あった｡

部落が全体として､経済的にだけでなく､文化的にも疎外されているという

現実から出発し､反差別闘争を介して､既成の経済や文化 ･思想の在り方を トー

タルに撃つこと､一般社会の価値観を問い直すこと､無産階級をはじめとする

諸運動の思想と倫理の質の変革をはかることは､水平運動の生命であった｡全

水無産者同盟創立大会は ｢札弾方法変更に関する件｣を可決している(5)が､こ

の点について､宣言は､ ｢徹底的札弾｣を ｢旧い水平運動の中心的な運動方針
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であった｡-水平運動の基本的な発足点であった｣と過去形で語り､今やこの

方法を ｢廃止し､新らしい無産者的な方法｣を採用すべきことをうたっている｡

たしかに従来の個人の言行に対する ｢徹底的糾弾｣は､差別を内攻させ､被差

別者たる部落民に対する秘められた差別の共同意識として差別者の世界が形成

され､それが部落民に対する見えざる包囲の壁として現象する側面もあったこ

とは否定できない｡しかし､苛酷な差別に対するこの ｢徹底的糾弾｣闘争の展

開は､それによってはじめて､部落民の反差別の意識を覚醒し､また､差別に

無自覚であった人々に自省の念を促すことができたという巨大な意義をもって

いるのである｡たしかに従来の ｢徹底的糾弾｣は､宣言のいうように ｢一般社

会の全てを何の差別なしに相手取ってゐたもの｣であり､ある意味で ｢新しい

無産者的な方法｣へと ｢糾弾｣方法を深めていく必要があった｡<奈落>の部

落民は<生れによる差別>によって､物質的 ･精神的に<虐殺>されていたが､

<底辺>の民衆一売春婦､無産者等に対する差別意識も強かった｡<ガラス屋

職工人間ならば蝶々 トンボは鳥のうち>という当時流行 した歌が､その間の事

情を象徴的に表現している｡とりわけ<底辺>の社会的弱者に対する ｢糾弾｣

は､同志的方法によっておこなわれる必要があろう｡しかし､階級意識に覚醒

した無産運動の担い手に対しては､その指導的地位が高ければそれだけ､厳し

い ｢糾弾｣が必要となってくる｡無産運動の体質と関わってくるからである｡

ところが､宣言のいう ｢無産者的方法｣とは､無産運動への部落民の合流にとっ

て､ ｢徹底的糾弾｣は運動に対立をもちこむもので有害無益だとする極めて政

治主義的 ･便宜主義的な観点からのものであった｡したがって､全水無産者同

盟は従来の ｢徹底的糾弾｣の内容 ･方法を深化させるのではなく､差別事件を

軽視する方向に向かうのである｡部落民の被差別的現実から､社会 ･文化 (忠

想)･政治的諸権力複合体の網の目のような支配体制へと具体的に上昇する攻略

方法の練り上げではなく､中間項を欠落させた政治権力に対する一挙的上昇の

みがめざされていたのである｡

高橋は､この全水無産者同盟の中央委員 (教育担当)となった (中央委員会

議長は松田喜一)0

ところで､全水無産者同盟が､全水青年同盟時代から参加していた無産政党

組織準備委員会(6)は､粁余曲折を経てようやく1925年 (大正14)12月 1日､農
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民労働党の結成に漕ぎつける (即日禁止)が､同準備委員会が9月 1日に全水

青年同盟から受領した ｢無産政党組織案 (大綱) 綱領について｣ … には部落

問題に関する項目が一つとしてなく､無産政党として部落問題にとりくむこと

が完全に放棄されることになっているのは､注目すべきことであった｡また､

同準備委員会が9月15日に受領した全国水平社政治部原案とされる ｢無産政党

綱領及組織｣̀8'も同様に､部落問題に何もふれるところがなかった｡この点に

関して､10月18日から20日･にかけて開かれた同準備委員会の第2回綱領規約調

査委員会で､議長役をつとめた小岩井浄 (同準備委員会庶務)が､ ｢曽て水平

社-同人からこんどの無産政党の綱領に水平社に関する項目が一つもないのは

恐るべきことであるとの意見を聞かされました｣̀9't敢えて発言 していることは

記しておく価値がある｡この時点で､高橋ら全水ポル派には反差別闘争の意義

はまったく認められておらず､部落問題を根底に据えて無産政治運動 ･無産政

党結成へアプローチする視角も完全に失われていたのであった｡

なお､高橋は､この農民労働党結成大会出席のため上京 した際に､徳田球-

からモスクワ留学をすすめられ､翌1926年 (大正15)4月離日する｡1928年

(昭和3)の3･15事件によって壊威状態におちいった第 2次共産党 (1926年

12月再建されていた)をたてなおすため同年末に帰国した高橋が､翌1929年の

4･16事件の直後に検挙されたことは前述のとおりであるが､3･15､4･16

事件<被告>の統一公判闘争で､農民問題を担当した高橋の陳述から､1931年

の時期における彼の部落認識をうかがってみよう｡

1931年 (昭和6)9月15日の公判陳述で､高橋は部落内の階級対立にふれて､

｢この二つの階級分化なるものはやはり急速に進行する｣(10)という観点にたち､

全水青年同盟を発展的に解消して全水無産者同盟を結成 し､ ｢部落内に於ける

階級闘争の激発､労働組合､農民組合の組織促進､無産政党組織参加といふや

うなものをスローガンとして活動した｣(ll)と1925年 (大正14)後半期の方針を

肯定的に総括 している｡31年段階の高橋は､全水青年同盟から全水無産者同盟

への転換期の方針を依然として肯定していたのである｡高橋の理論的<発展>

とは､彼自身の論理に内包されていた ｢徹底的糾弾｣闘争と ｢水平社会｣実現

の闘争との機械的並置という弱点が､後者が前者を圧倒 し窒息死させることに

よって､一挙に露呈することを意味していたのであった｡
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(I) r選民j第18号 (1925年7月15日)は､ ｢予告｣として ｢近き将来 ･F選民｣は全

国無産青年運動の崩 私 として全紙面を提供すること､なってゐる｣と述べてい

た｡また､ 情 年大衆J第19号 (1925年8月15日)は ｢r選民』の改題に際して｣

と題し､ ｢一団体一組合内に於ける青年部も必要であるが､それよりももっと必

要なことは､全国的無産青年同盟の組織である｡我々は徒らに狭小な範甲に閉じ

こ もり､青年運動の本来の意義目的を忘れてしまってはならない｡ F選民Jの改

題は､此の点に於いて大いに意義あるものである｡それと共に水平社青年同盟が､

水平運動と言ふ部分的な運動から-よしそれが該運動内に於ける革命的任務を果

して来たに して もー全国的な無産青年運動に進出したと云ふことは､明らかに

｢段の進歩である｣と自画自讃している (部落問題研究所編 r水平運動史の研究｣

第3巻資料篇中､1972年刊､376ページ)0 ｢部分｣を核としてこだわりつづけ

ることによって､ ｢全体｣の質を変革していこうという発想ではなく､ ｢全体｣

が ｢部分｣に優越するとする観点から､ ｢全休｣に ｢進出｣することが無条件に

｢一段の進歩｣であると把える発想である｡ここからは ｢部分｣が ｢全体｣に奉

仕し､ ｢全体｣は ｢部分｣を支配するという結論がひきだされることになろう｡

(2)渡部徹 ｢部落解放運動史の研究視角｣､ r部落解放研究』1972年10月号所収､

7ページ参照｡

(3) ｢徳田球-予審訊問調書｣､ r現代史資料20 社会主義運動7jみすず書房､

1976年第3刷､125ページ｡共産党再建のための ｢コミュニス ト･グループ｣は

25年 1月の ｢上海テーゼ｣において決定された党組織再建方針にもとづき､ヤン

ソンとの協議を経て､再建を具体化するビューロー会議を同年8月に開く｡その

方針の水平運動における表現が､全水無産者同盟の一連の主張なのである｡ ｢コ

ミュニスト･グループ｣の無産政党内における分派形成にむけて､下からの左翼

的組織化をはかったのであった｡

(4) ｢全国水平社無産者同盟創立大会宣言｣､部落問題研究所篇 F水平運動史の研究J

第 3巻資料篇中､164-169ページ｡

(5) ｢運動方針大綱書｣第16項､r水平新聞j第1号 (1925年9月20日)第 2面参照.

(6)高橋は､その第 1回綱領規約調査委員会 (19259月17日～18日)に全水青年同盟

を代表して出席している｡この席上､評議会､政治研究会､全水無産者同盟の左
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翼3団体委員が階級的見地からの綱領作成に固執し､それが全国的単一政常計画

を瓦解にみちびく決定的契機となったこと､そのため評議会の代表が渡部政之輔か

ら中村義明に変更されたことについては､渡部徹 ｢無産政党結成問題をめぐって｣

(渡部徹 ･飛鳥井雅道編 rEl本社会主義運動史論J三一書房､1973年刊)127-

134ページ参照｡第2回以降め調査委員会に高橋に代って上田音市 (第 1回調査

委員会では全国水平社として出席)が全水無産者同盟代表として出席 しているの

は､上記の事情と無関係ではあるまい｡

(7)全国水平社青年同盟 ｢無産政党組織案 (大網) 綱領について｣､法政大学大原

社会問題研究所編 r日本社会運動史料/原資料篇 無産政党資料 政治研究会 ･

無産政党組織準備委員会J)法政大学出版局､1973年刊､279-281ページ｡

(8) ｢無産政党綱領及組織 全国水平社政治部原案｣､同前､287-289ページ｡

なお､全国水平社は､1925年7月7日に開かれた中央委員会で､無産政党準備委

員会への参加の件が激論の末保留となり､個人としての参加を承認 した｡政治部

長上田音市は､この経緯をふまえて水平社の政治部として参加する方針を打ちだ

した (上田音市 ｢無産政党問題に関する政治部の意見書｣､ r水平新聞J第 1号､

1925年 9月20日)0

(9)法政大学大原社会問題研究所編 r日本社会運動史料/原資料篇 無産政党資料

政治研究会 ･無産政党組織準備委員会J358ページ｡

仕切 高橋貞樹 ｢農民問題に対する方策並に指導第二｣､ 醐 糾7 社会主義運動

4Jみすず書房､1966年､565ページ｡

ul)高橋貞樹 ｢農民問題に対する方策並に指導第2｣､同前､568ページ｡

Ⅲ 水平運動の混迷とその克服

全国水平社第4回大会を画期として､全水ポル派とアナ派との対立は激化 し

たが､翌1926年 (大正15)5月に福岡市で開催された第5回大会 (ここで高橋

は非部落民として除名された)では､創立大会以来の綱領を改正する案が本部

より提出され､激論の上法規委員会の修正案を得て､これが満場一致で可決さ

れた∠】'また､ ｢(過去の)ブルジョア自由主義的指導精神の放棄｣と ｢購視

観念の存在理由を容認する資本帝国主義との現実的闘争｣という ｢新しさ指導

精神｣の採用をうたった大会宣言草案(2)は､提案理由の説明はあったものの､
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慎重審議の必要があるとして法規委員会付託の後､撤回されることになった｡

この大会は ｢従来の大会に比 し､初日から兎角気勢昂らざるの観があった｣ 3̀'

という評価に象徴されるように､以後水平社の激しい内部対立と部落民の窮迫

化の進展は水平運動そのものの衰退をもたらしていく｡しかし､にもかかわら

ず､部落大衆が直面する根深い差別と深刻化する困窮は､次第に糾弾闘争､要

求闘争の深化をもたらしていったことも事実であった｡

1927年 (昭和2)12月､広島で開かれた全国水平社第6回大会で本部の発表

した ｢水平運動第5年度 一般運動経過報告｣(4) は､単なる個人による差別事

件ばかりでなく､部落襲撃事件や青年団 ･神社仏閣 ･病院 ･福岡連隊事件を典

型とする軍隊 ･刑務所 ･学校 ･地方公共団体 ･政府等による差別事件の急激な

増大を指摘した｡そして､これに対する ｢全部落民的な大衆的札弾｣と政府の

弾圧 ･慮柔政策¢対決する ｢全階級的な政治闘争｣への発展を主張し､第3回

大会以来の内部対立を克服しようと運動の統一 ･集中を期した｡

さらに､翌28年 (昭和3)5月､京都市で開催された第7回大会での ｢水平

運動第6年度 一般運動経過報告｣'5' も､同じく差別問題の激増をとりあげ､
〕itji5iE

｢街頭巷間より､自治体､軍隊内､知識階級等に遭った差別観念は､更に反動

化した｣こと､これらへの糾弾闘争に対して権力が露骨な妨嘗 ･圧迫を加えている

ことを指摘し､ ｢個々の差別と云ヘビも直接間接に支配権力･と結び着いて居る｣

ことを明らかにして､水平運動も ｢単なる個々の差別札弾より進んで､全部落

民的な大衆的礼弾を敢行｣してきたと述べ､前年大会でうち出された統一の

｢第一歩｣を一層進めることを期した｡しかし､この大会は､アナ派のボイコッ

ト宣言によって混乱のうちに解散を命 じられるに至ったのである｡この年の

3･15事件で､水平社は松田喜一､木村京太郎､西光万吉等20名余が検挙され､

4月10日には全水無産者同盟が､労働農民党､全日本労働組合評議会とともに

結社を禁止されていた｡水平運動はこのような弾圧に加えて､さらに決定的な

組織分裂の危機にも直面したのである｡

この分裂的危機を克服すべく､同年7月に行われた府県代表者会議で提示さ

れた ｢新運虹方針書｣ L6)は評価さるべきものであった｡これは阪本清一郎の筆に

なり､第7回大会で審議未了となったものである｡

｢新運動方針書｣は､第4回大会を画期とした水平社内部の ｢激しい分解作
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用｣に言及し､旧幹部と交代した新しい指導者のもとで､ ｢部落内に於ける階

級的経済闘争｣がスローガンとしてのみ強調された結果､これに追従 した地方

水平社の活動も停滞し､また感情の反目と思想の対立をもたらし､･｢水平社の

凡ての機能さえ最早や失われようとする危機に迫っている｣と現状をとらえた｡

そして､水平社内部の思想対立は､ ｢はなやかな理論闘争にあこがれ､只全体

性にのみ飛翼して､部落民の特殊性､即ち内面的部分性を全く忘却せる公式全

面論と､之に反 し特殊的部分性にのみ固 く閉じこもって､さらに全体性への発

展を怠り､従って階級性を怖るる一面論との対立ではなかろうか｣と正しくも

指摘したのであった｡そして､水平社を ｢部落民独得のイデオロギーによって､

部落解放のための闘争を主とするもの｣と規定し､正しい理論と実践的方針を

決定して闘争を ｢挽回｣するために､差別の社会的根拠､部落民の生活の在り.

方を深く細密に分析することを主張した｡

｢新運動方針書｣は､部落の現実を ｢以前の一部の小地主と､封建的手工業

を世襲する企業的有産者､所謂プチブルジョアと､之に従属する無数の貧困者

即ちルンペンプロレタリアに依って形成せられたる没落過程｣と把え､ここか

ら､ ｢第二期水平社｣の闘争は､部落大衆の要望する生活権の擁護､賠償権の

行使を通じて ｢支配弾圧 ･搾取階級の母体｣に対して経済闘争を展開し､政治

蹄争へ向かうことであると指摘 した｡ かくて､水平運動の使命として､過去の運

動の誤謬と対比しつつ､①差別観念発生の根拠を見究め､被抑圧民衆の解放運

動の ｢一枝隊｣としての認識のもとに､差別一政府､地方自治体等の ｢間接的

差別｣も含めて一に対する徹底的闘争と完全解放をめざす､㊥部落民の生活悪
ノ

化を防止し､その向上発展のために生活擁護闘争を展開する､㊥支配階級の弾

圧 ･偽晴政策と対決し､徹底的部落民施設を獲得するために闘う､ということ

が提唱されたのであった｡

このような経緯のうちに､1929年 (昭和4)11月､第8回大会が名古屋で開

かれ､水平社の組織的再建の第 1歩がふみだされたのである｡

1931年 (昭和6)12月に奈良県で開催された第10回大会は､中央常任委員会

提出の ｢運動方針書｣̀7' (泉野利蓄蔵執筆)に対して､ ｢全国水平社解消の提

議｣'8'が､九州連合会常任理事会より提出され激しい論戦がくりひろげられた｡

｢運動方針書｣は ｢水平運動の使命と目標｣の項において､反差別闘争をとり

-179-



あげ､頻発する差別事件と差別の ｢社会的物質的基礎｣との関連を一般労農階

級に提示し､その ｢歴史的使命の自覚を促し､または遂行せしめる契機｣とさ

せることを積極的に提起した｡具体的な差別事件に対して ｢水平社の独自的闘

ひを巻き起 し､一般労農階級に対する自覚を促さねばならぬ｣｡この ｢札弾闘

争｣をゆるがせにせず､ ｢従来より徹底的にこの闘争を通じてその根拠に向っ

ての具体的闘争に進むべきである｣｡ここには､反差別闘争を素通りした無産

運動合流論ではなく､無産運動の質的変革を促しつつ､ともに支配体制の根本

的変革に向けて闘う姿勢が示されている｡そして､この具体的闘争は ｢プロレ

タリアートを先頭隊とする明確なる階級意識の下に立つ政治闘争｣なのである｡

また､生活権奪還闘争は､当然に ｢一般労農民｣との ｢強力なる共同闘争｣を

必要とするが､この共同闘争は ｢決して労農戟線に携はる人達の差別的観念を

ユルセとの意味ではない｡それはむしろ階級意識の把持者としての不徹底性を
コifiJu

意味するが故に､ヨリー層その札弾を強しめ力にせねばならぬ｣と指摘してい

る｡この ｢運動方針書｣は､部落民の差別と困窮を基底にした具体的闘争を通

して､無産階級運動に反差別闘争の意義を積極的に提示しつつ､差別と抑圧の

根源に向けて闘争を上向させていくという正当な方針をうちだしたものであった｡

これに対して､ ｢全国水平社解消の提議｣は､ ｢プ ロレタリアートの解放な
コiiif-C

くして特殊部落民の解放はあり得ない｡従ってプ ロレタリア××への特殊部落

労働者農民の積極的参加こそが特殊部落民を其の封建的半封建的身分関係から
hiLJitJ[
開放する根本条件となるのである｡故に全国水平社は即時其の身分的組織と闘

争機能を､階級的組織に解消しなければならぬ｣とするものであった｡この解

消意見は､来るべき日本の革命の性質を ｢ブルジョア民主々義的任務を広汎に

抱擁するプロレタリア革命｣であると規定した31年テーゼ草案や､身分関係反

対､排外主義反対を規定したプロフインテルン第5回大会の決議の強引な解釈

にもとづいて､大会前夜から翌朝にかけて急速作成されたものであった.(9)し

かし､この解消意見も32年テーゼの2段階革命論の発表と共に背後に退いてい

く｡

そして､1933年 .(昭和8)の全国水平社第11回大会で､新たな方針-部落民

委員会活動が提唱され､その夏より開始された高松差別裁判糾弾闘争と結合さ

れて､水平運動は質的にも量的にも発展していったのであった｡
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(11 旧綱領は､①吾々特殊部落民は部落民自身の行動に依って絶対の解放を期す ㊥吾々

特殊部落民は絶対に経済と職業の自由を社会に要求し以て獲得を期す ㊥吾等は

人間性の原理に覚醒し人頬最高の完成に向って突進す､であり､可決された新綱

領は､前文に ｢我等は人類最高の完成を期して､左の諸項の遂行を期す｣とし､

(∋特殊部落民は部落民自身の行動によって絶対の解放を期す @我等部落民は絶

対に経済の自由と職業の自由を社会に要求し以て獲得を期す ㊥我等は棲視観念

の存在理由を識るが牧に明確なる階級意識取上にその運動を進展せしむ､とするものであったo

(2)渡部徹･秋定嘉和編 F部落問題 ･水平運動資料集成J第 1巻､三一書房､1g73年刊､

120-121ページ｡ F水平新聞J第 7号 (1926年 5月20日)第 2面参照｡

(3)渡部徹 ･秋定嘉和編､前掲書第 1巻､133ページ｡

(4)部落問題研究所編 F水平運動史の研究』第3巻､資料篇中､1g72年刊､88-94ページ.

(5)同前､105-109ページ

(6)渡部徹 ･秋定嘉和編 F部落問題･水平運動資料集成｣第2巻､三一書房､1974年

刊､25-29ページ｡

(7)部落問題研究所編 F水平運動の研究』第4巻､資料篇下､1972年刊､68-76ページ｡

(8)渡部徹 ･秋定嘉和編 r部落問題･水平運動資料集成JI第 2巻､三一書房､1974年

刊､592-595ページ｡

(9) この間の事情については､沖浦和光 ｢日本マルクス主義の一つの里呈標 (下の1)｣

F思想J)1977年5月､85-86ページ参照｡

お わ り に

水平運動が現行支配体制のもとで こうむっている差別 と迫害 と困窮か ら根本的

に解放されることをめざす限 り､その指導者たちが､支配体制に最 も敵対的な

社会主義者との接触 ･交流を もったこと､自らを社会主義者たらしめようとし

たことは自然の成行であった｡ しか し､社会主義者の側が､水平運動の内在的

発展を通 じ差別か らの最終的解放をめざすような理論と実践を深めていったか

といえば､事態はむ しろ逆であった｡社会主義者の大勢は､この急進的な水平

運動をいかに して無産階級の経済的 ･政治的運動に転換せ しめるかにのみ熱心

であった｡それは､社会変革の問題を狭い階級闘争の理論的枠組のなかでのみ

理解 したことに基因 している｡社会変革の途を性急に経済的 ･政治的闘争にの
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み収赦し､政治権力の物理的打倒のみを目標にした政治主義的思考は､政治を

基底から支える民衆の文化や思想の問題性を解析 し解体することを通じて､自

らの運動の内部において､既存の支配的な文化や思想の在り方とは異なった新

しい質の民主々義的原理を構築 していくことを困難にしたのであった｡水平社

の反差別闘争は､一般民衆や無産運動に対して､民主々義の質の問題を根本か

ら問いかけるものであった｡

だが､社会主義者の側は､民主々義をブルジョア民主々義として形式や制度

のレベルでのみ問題とする思考が根強かった｡そしてブルジョア民王々義と社

会主義とを機械的に区分し､両者の間に万里の長城を築いて､民主々義を生産

や政治の在り方､文化や思想の在り方を含めた人間解放の基本原理として深化

していく方向をめざさなかった｡大正デモクラシーの影響が色濃かった初期の

佐野学や､日本型マルクス主義を追求 した山川均の社会変革論 ･水平運動論に

は､民主々義を形式や制度の問題に限定しない積極性にうかがわれたけれども､

それも抽象的 ･部分的であり､全面的展開はみられなかった｡

ロシア革命の実現は､当時の社会主義者にとっては､一種のユートピアの実

現､地上の天国のはじまりを意味したであろう｡しかし､その後の経過が示す

ように､民主々義 (人民主権)の原理における問題性が､ソビエトを ｢自由の

王国｣からは程遠い存在とした根本的な原因の一つであることは疑いないであ

ろう｡ロシア革命は､当時の苛酷な国際的条件と国内的条件に規定されて､政

治的革命の要素が支配的地位を占めつづけそれが固定化されることとなり､民

衆自身の生活と生産を基底とした民主々義の創造的展開の問題はとり残されて

しまったのである｡日本の社会主義者にとって重要だったことは､一切を前衛

党指導のもとでの政治的 ･経済的階級闘争に収赦させていくことではなく､し

たがって水平運動をその方向へ強制することではなくて､部落の現実に根ざし

た具体的な政治的 ･経済的闘争と併行 して､経済や政治に規定されつつ､同時

にそれを規定し返 している思想や文化の変革の問題､すなわち民主々義的思想

や文化の創造的展開の問題を重視し､その具体的な闘争に向かうことであった｡

日本の民衆は､なお伝統的社会からもちこまれ､新たな資本主義展開のなか

で再編された差別的な社会的意識構造の担い手であった｡文化や思想の変革を
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社会革命の重要なモメントとして認識しなかった社会主義者も､この差別的な

社会的意識から自由ではなかった｡水平運動の課題は､部落が全体として､経

済的にも文化的にも疎外されているという<奈落>の現実から出発し､反差別

闘争を介して､既成の政治 ･経済や文化 ･思想の在り方を根源から撃つこと､

反差別闘争と ｢水平社会｣との関連を切り拓いていくことであった｡部落民の

生活実態-差別と困窮から民主々義と社会主義を統合する視点を獲得すること

であり､形式的ブルジョア民主々義の枠を突き破る<新しい民主々義>への展

望を開拓することであった｡民主々義社会と称せられる現代においても､差別

問題は遍在している｡反差別闘争を通じて､人間の生活と生産の在り方､精神 ･

思想の在り方を追求 していくことは､依然として部落解放運動の根本的課題で

あろう｡
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