
論　説

　マルクス・エンゲルスの

「都市一農村」論に関する考察

浅　野　慎　一

摩　課題の限定

　「都市と農蕎の分離／対立まや農工問の不均等発展に験するマノレクス・エン

ゲルスの諸遅譲は、戦後嚢本のマルクス主義的な地域社会学・地域経済学にお

いて、一つの薪古典的命題達とされてきた玉1

　しかし、欝簿年代以降、羅本でも全般的な都市化・纏藝際イ雛が進み、一霞

内での［無毒一農村（商工業一農業〉」の二元論的社会認識の銀界が露呈してき

た．その後、これらの諸蓬論は、一方では顧みられなくな滲、縫方では地域問

題、あるいは地域の多元的格差・不均等発展の一礫と讀み替えられてきている

ように思われる．

　とはいえ、嚢本のマルクス主義的な地域縫会学者・地域経済学者の中でも、そ

の韓紅・受けとめ方は…様ではない21しかもそれは、単に環状認識の差にとど

まらず、r都市と農村の分離／麟立まや農工鶴の不均等発展の諸礫論に絶する

遅解そのものの多織さ・不一致に基づいている．

　そこで本稿では、マルクス・エンゲルスのr都南一襲材ま論の発展遍程を鋳

づけ、その到達点と曝葬を探る。

　なお、本稿の検討に鞣しては、特に籔らない綴り、大月霧箱版全集に依越し

たが、弗穣こ際しては、下記の諸点を変更した。

　麟　“Sね虚慧蕪La貸ごコま、「薬毒と農村」、　f都市と霧舎」、　ε擁市と地方」
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行政縫会論集　第捻巻　第4号

　　等、多様な訳鐵があるが．すべてr擁毒と農村雲に統一した．

　②　擁欝と農村等の「掃立まと訳される場合．“Gεge総簾z（対立／”．“A籍

　　セago盤s搬総（麟撹ア7、“W16er鐵驚嶺（不一致罫を薮題した。

　（3）　都南と農本塗等の陀分離ゴ　と譲される場合、“Tre鷺嚢慧簑塞を分裂〉持、　“Sc難｛ト

　　16鞭g（分離ア’を響幾した．

　鶴　対立等の「廃壼」と訳される場合、“A慧餓eも継g（止揚〉”、“A醜磁＆｛誌

　　職g（廃止ブ、“醜s磁t重ge簸（繊去）”を区劃した、

　さて、マルクス・エンゲルスのr都南一農村！碕究は、管見によれば．甕接，

都南と農村の関係性に言及した文献に醸ってみると、次の3つの蒔難に大きく

分けられる（稿末文獣嚢録参照）。

　まず第i簸は、欝43～鰺47年である。この時難は、講者の共著としてζドイ

ツ・イデオロギー選と罫共産党宣言盤があ諺、またそれ以外に、それぞれの単

著も箆られる．

　第2期は、鰺囎～i8警年である。この時幾の「灘南一農村∫講は、ほとんど

がマルクスの手でなされている。

　そして第3期は、1872～盤93年である。この時期の醗究は、ほとんどがエン

ゲルスの手になる、

　以下、各時蟻毎に、検討していこう．

第玉章　第亙期（懇聡～47年／のエンゲルス・マルクス

　まず第i蟻（露43～葬年〉のエンゲルス・マルクスの知見を綾窮しよう．

　ここでは、①露45年までのエンゲルスの醗究、②共著・罫ドイツ・イデオロ

ギー選（i845～総年執筆〉、③i8蕗～47年の癖者の単著、そして④共著・ゼ共産

党重書涯（i847～48年執筆）の4つに分けてみていく。
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マルグス・エンゲルスの郵擁毒一農耕」論に羅する考察（浅野懐一／

　纂玉簾　露畷隼まで拶）濫ンゲルスによる譲羅究

　エンゲルスは雄蕊年頃から、イギ婆ス賢本主義の癸展に伴う農疑の解体、鑑

地震の蠧毒主義建、及び、最も重要な変化としてのプ資レタ夢ア銘に浅聾し・

これを，家父長講的関係の打破、駿綴的麟害講立の藝覚、縫会主義を実愛する

階綴的主体の滅1熟として重擬している乾　また工8塁5年には、農業労灘とユ1業労働

の結合の解体、農樗特有の遍褻入舞・窮乏、農村入舞の分数的羅建による腿結

の獲難さ・啓発の遅れ嚇など、後の「都毒と農替の爺立」や農工闘不均等発展

の認識に連なる鱗芽的知見もみられる。そしてまた、オーエンの提案や実験に

依鑓し、蔑存の都霧と農耕の一一戸建の経済的不金蓮さを翫翻している5乙

　箋2節　　蓼ドイツ・イデオロギー疇

　さて次に、熔蕗～薦年に執筆された共著・罫ドイツ・イデオロギー（フォイ

エルバッハ珪である。

　菱繁里項　　野都霧と農村の分裂／構立ま議の概要三

　本書は、観念論的な歴史一纏会観を幾無し、唯勃識的な「生活一分業一翫有

（縷綴擁論の一環として、「灘市と農村の分裂／講立」論を初めて本格的に展

麗した。

　すなわちまず、生産力の発展水準は分業の発展度によって示されるが・その

分業はダさしあた滲まず農縷労鱗からの工業および繭業労働の分裂．およびそ

れとともに都毒と農村の分裂と講者の瀦益の繋立を招来する」餐

　また、嬢隷鰹段縷にはダすでに都霧と農村の韓立がみられ、のちには都確約

琴1溢と農村的麟益を代表する諸国家襲の繋立、および諸都南そのものの内部に

工業と海上貿易のあいだの掃立がみられる瀧しかも類隷麟は「灘南とその小

さな領簸から鐵発したのにたいして釜、封建凝は「農村から鐵発達し、さらに

「舞建罎の完成と瞬鋳にさらに都南に欝する鯵立がつけくわわ」甑それは都

濃における組合的鷲有・購職縫合を生み、fそれぞれの露が内に都市と農誓の
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行政歓会論集　第鴛巻　第4号

対立」をもつに至る龍

　それともかかわ静、駒質的労働と精神的労繰という最大グ）分麟」もまた

r薬毒と農村の分裂3であ讐、嚇薦と農村の繋立は野蛮から文萌への、部族

鱗から医家への、地方から全猿への移行とともに始まって、文瞬の全歴史を今

響（疲穀秘法購盤／にいたるまで貫いている．　　馨市ができると講蒔に行政、

警察、穣税等々、約霊すれば共凝体紛織、したがってまた政治一般が必要とな

る．まずここに、労働の分塞と生産驚異に直接もとづくところの、人醸の二大

酷級への分麟が寝れた．都燕ますでに入舞、生産糟異、資本、享楽、必要物の

集中の事実を示しているのにたいして、農村はその寮長辮の事霊、離無と総立

をあらわしている・都市と農村の対立はただ私的漸春の内部でのみ存姦しうる。

それ隷懸人が労繰の分割下に霧入され彼に押しつけられた特定の活動紅釘づけ

にされている状態のきわめてあざやかな表現であって、そのような状態は一方

の人聞を偏狭な灘南動物、縫方の人聞を備猿な農村動物たらしめ、講者の利益

の穀立を蕪々1こ新たに生み鐵す．…都市と農村の繋立の臨場は黄燐縫会の最

初の諸条件の一つで」§｝ある。

　さらに、r都市と農替の分裂はまた資本と土地藪麿の分裂としてもとらえる

ことができるのであって、資本一一すなわちたんに労働と交換のうちにのみ土

台をもつような藪有　　■が土地辮鳶とは独立に存撫し展離していく発端とも解

し得る」戦「都市にはい諺こんでくる遥亡した農妓たちの競争、農替が都南を

敵にまわしておこなう絶えまのない戦争、したがって纏織された都市的戦力の

必要、…全土の封建的仕緩み涯膨等が講職組合への結束をもたらし、霧方と職

人、及び、譲雇仕事に従事する逡i亡農嫉からなる封建都市が歳立する、

　以一しのように、罫ドイツ・イデオロギー遷では、「薬毒と農村の分裂／嬉立」

は、少なくとも3つの位稽の重屡として塑握されている。すなわち第玉は農耕

労働と蔭工業労簡の分業、第2は「瓶糞罵躇綴支配」を支える支配機購・精神

的労働の集積空聞としての都市の成立・そして第3は封建凝完成難にみられる

資本と土地辮有の分裂・穀立である．
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マルクス・エンゲルスの郵擁毒一農斡」鍮純麗する考察（浅野懐一う

　ξ纂2項　　「灘竃と農粒の曇裂／薄立ま論の総籬董

　こうしたr薬甫と農誘の分裂／鴛立≦は文鱗讃1箏！の命題として示酸に富むが、

轟時に多くの縫蘇さも残している、

　崖ず第｝に、歓会的総分業（一般的・特殊的・籏霧的分業）の進展の辮で、

「農隷労饒と商工業労働の分裂が、したがってまた嚇市と農村の分裂／埋

立」ぶ、つねに決定的意義をもつとは限らない稀

　第2に、それともかかわ諺、農繕労働と商工業労働の分裂（分業／は、必ず

しもつねに講者の匿誘立」を招くとも醸らない。それが端点として覆れるグ）は．

主にそれが「翫蒼盤墜綴」と重緩している場合であろうが、分業と翫有の2つ

の位輯は、本書では寸必ずしも厳密1こ区懲されていないように思われる。

　第3に、「支醗灘綴漏精神労働二都市、被支配階綴盤肉体労騰篤農秦むとい

弾縫姓擦こマノ砂㍗エンゲノレスがたっていな捉とが脇かな賛美■1談

物質的労饒と矯神的労饑いう最大鈴分害雛都凝灘紛分裂であるjとい

う配達についても、教条鶴な一般乾・普遍｛娘ま警されない・

第4に、封議院成熟こおいて、支鐸磯騰の集積空織しての獅とい微

椎、及び、封建麟が農替から鐵発し、農村の都市に対する政治的支配を強講ず

る「資本とま1地麟：有の講堂まの位縮の整合性・雛互連関も萌確とはいえない。

　肚の謙纈は、いずれも、鞭で手議した、嚇毒と麟斡分裂／露頭

譲が内包する3つの泣糧の穏互経連、及び、餐位譲の意義ぴ）歴史的限定が、必

ずしも明確でないことから生じているといえよ曳

　さらにまた、r灘市と農村の分裂／講堂ま論は．基本的には各曝／縫家墜

内部で想定されている。娯謙軽でのそ繍眠族、舗熱翼atl㈱3醸であ

る．交通の発展の申で、薬毒的麟益と地方的利益を銭表する諸縁家闘の婦立が

現れる場合もある解、それは「都肇と農替の分裂／対立jのアナ冒ジーではあ

・、ても、そのもσ）ではない．糞建議確立下では、「それぞれの蒙が内に都南と

農書の凝立をもつ」とされる、、
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鴛酸薮会譲葉　第盤巻　第4号

　　1第3項　資本麟ぞでの「灘帯と農村葺

　さて、ぎドイツ・イデオ質ギ一叢では，資本麟下での曝露と農村の分裂／

矯立まに聴する露及は少ない．

　資本麟下に麗しては、むしろ，轡1纂毒場や海外賀易、緬疑地霧場の形歳、工

業と繭業の分離と麟立．工業の必要性に基づく農業の再編・フ管レタ夢ア化、

「／都3霞の農村にたいする勝利の完成達等が重複される幾「大工業が一つの

跨のどの纏方義礎｛譲麺護蓼でも講じ発達の程度に達するわけではなレヨが、「し

かしそのためにプ賞レタ婆アートの灘級麟争がはばまれるということはない」

のである糀ここでは、もはや一露内部での曝市と農村の分裂／対立」では

なく、労資の階級掃立こそが．縫会変動・変革の主軸と擬えられている。

　しかし、前達の懲市と農村の分裂／蝿立」の3つの位緩をふまえれば、次

のような考察も可能である。

　まず第iに、資本麟下で分業が急速に発展すれば、第iの位招（縫会的分業

／農耕労傷と商工業労縁／としての「都市と農村の分裂／蠕立∫が激化する藩

籬姓も否定しえない．堤に大工業の進展は、農魯マニュファクチュアにおける

農業と工業の結合を擬ち韓る。

　第2に、盗本籍下で、隊級支醍およびダ縞神労働と肉体労欝の分割／鰐立」

が深まる以上、第2の位旗としての「都南と農村の分裂／薄立葺も激化しうる．

翼にぎドイツ・イデオ賞ギー護は、この文賑で、匿都市と農耕の韓立」がε文

明の全歴史を今霞（反穀物懸盤〉にいたるまで貫いている量綿と遠べている。

　そして第3に、第3の位纏（資本と土地辮有の鰐立／を封建講完成期の歴史

的文賑に限定せず、2っのr瞬有漏賠級」の…般的な対鍵的特鐵・カ§§係瑞と

捉えれば、資本籬下では、銀建鰯と逆方晦．つま鯵r資本による圭地霧有の支

醗並という形で、r都市と農村の分裂／鰐立」が激化するとみなすことも不可

能ではない．

　＊なお、ぎドイツ・イデオ・ギー涯には、共購の家事経営鰯度の実翼が、磯

　　械装置、窮然力瀦稽その鰹多くの生産カー一たとえば水道、ガス蕪覗、蒸
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マルクス・エンゲルスの「馨毒一襲轡∫譲に翳する考察（浅野懐一／

　気蛎等々一書発展、F（一癖麟痴を醍とす樹という籏辮にマ

　　ルクスの筆跡で嘔毒と麟初登翻との挿入がある・これはマルクス

　　が、資本麟下でもr都帯と農村」の分裂が存続すると捉えていたこと、た

　　だしそれをr韓立fと据えていたかどうかは不羇であることを示している。

　　なお、焔書轍全集で慧、この挿入蹄が、曝凝農榊瞬立碗

　　止揚∫麟と駅されている。

廃鉱うに、資本舗下での嚇凝麟弼濃／繋蚤につい℃騨イ
ツ・イデオ葺ギー盤は、異なる蓬解・解毅の余地を軽軽させている。それは、

第2項でみた「都市と農村の分裂／鰐立ま論が内包する3つの位輯の穏互麗連、

及び、それぞれの麺総の鍾史的限定の鰹薮さに基礎づけられているといえよう。

第櫛麟7～鰺年の蟻著からみるマルクスとエンゲルス

　さて、このような異なる建解・解釈の余地は、その後のエンゲルスとマルク

スの論稿に、しかも両者の差異として、読み取ることができる。

　【第i項マノ砂スヂアンネン灘フヘの手纏・晦学の貧劉薩

　マルクスは、露憾年捻擁28葺のアンネンコフヘの手紙で、ブルードンが分業

醐題を遷解していない一観して、津イツでは9轡鋤らi謄繍こか量ナて

行われたような都毒と農村の分裂についてさえ…鋳も違べていないユと遠べ

ている糀ここでの嚇凝農村の分裂は、第3の触徴麟院麟の資
本と土地霧有の分裂）に駿足された歴史的文臓で璽いられていると思われる。

またマルクスは、剛手紙艸で、瞬様に分業の一観して甥暢や櫨跳

の開題にも書及している。

　また、マノレクスは、撰6確7年に執筆した晒学の貧懸に隷’てもマニ

ュファクチュア工業の発展に必要不璽欠な諸条件として．アメ華寿発見や東イ

ンドとの交通、纏民地麟度、海上貿易等々とともに、「たえず労役〔〔農村

（ca猫脚欝es庭〕から駆逐されて、…都幕に流れこみつづけてきた多数の農費3

をあげている響
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行政縫会論集　第鴛巻　第4暑

　＊なお、直接、「都市一襲替弦への言及ではないが、精神労饒と爽体労麟に

　　縫達して、i847年、マルクスは、罫資本、大工業、糞虫議事．盤舞帯場の

　　積癒懇∫として、家父長講的縫係グ）必滅や身分鰯（封建鰹〉からの解放とと

　　も1瓜　「いわゆる高綴労働、精神労働や芸辮的労働なども商品に変えられ」、

　　　r古い尊厳さを失∫い、rいまではその商業穣1鎮で決定されるにいたった1

　　ことをあげ、これをr麓大な進歩jと呼ぶ．また縫方で、罫あらゆる肉体

　　労灘がかぎ瞬なく容易で単線なものになった淫とも指摘する発

　総じて．マノレクスは、マニュファクチュア・資本鱗下では…馨内での「都市

一農勧だけでなく、それとともに量雰市場や難野地支醜の簡題を重擁してい

る。また、「都露と農餐の分裂まに書及する場合は、封建麟完成期の「資本と

土地海布の分離」という佐沼1こ銀建して、その凝念を絹いている・さらに資奉

隷下では、精神労働と講誌労働の分離と鑑湯の羅時進行を重複している。これ

らはいずれも、資本麟下では、「都南と農村の分嚢／薄立」の意義が頓爺的に

低下することを示唆する記述といえよう。

　1繁2項　エンゲルス「共産壷義の原遜韮

　これに嬉し、エンゲルスは欝47年、r共産主義の漂遷雄の中で、f農村で農業

をいとなむ人羅が分激し、これとならんで大薬毒で工業に従事する入舞が密集

していることは、農業と工業とのまだ発達していない靉靆紅応じた状態であ参、

これ、が将来のあらゆる発展のじゃまになることは、今籍すでに感じられている藩

と遠べる。そしてプロレタ亨アートの政治的支醍を確立することにより、「醗

民の巽講欝捧のための業溝住宅として．瞬有地に大住宅をつくる。そしてこσ）

莫凝霜鯵は、農業と工業をいとなみ、講瞬生活と都薦生活との長湧を結合し、

その講生活様式の一一面性と不便とをまぬかれ嶺ことを擾曝する騎また、私

的醗喜が最終的に廃艦された結果、「都市と農村との麟立もまたなくなるだろ

う。二つのちが／）た購級が農業と二王二業とを経営するかわりに、講じ人聞が農業

と工業とを経営することは、まったく物質的な原遜からだけでも、共産主義其

瞬祇会の必然的な条件であるjと述べ、これまでの分業をなくしたr灘帯と農
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材との融合1こよって、全縫合成員の縫方を全藪的1こ登展させるまことを主張す

る漿

　ここで、エンゲルスは、「都市と農耕」）分裂／嬉立ま講が内包する3ノ）の弦

梅を、敢然とし「て明確に区甥していない。むしろそれらを皿鉢のものとして．

いずれも盗本舗の下では解淡されず、資本峯争私的藪有の廃擦こよって一挙に

解決されるものと捉えている．またエンゲルス1ま、堵琴講と農村の分裂／対立ま

は、一蟹単粒での労働者醗綴による覆家権力の奪取、羅書髭・計麟的政策によ

って解消されるとみている漿

　麟遠のマルクスの認識との強調点の違いは絹らかであろう・

　第4節　ゼ共産党實露違

　さて、1縫7年に執筆された共著・ぎ共産党責善毒には、こうした講者の知見

が混交している。

　本書によれば鍬まず、ブルジ實アジーは鍵雰市場を騨発し、産業の霞民的

基盤を取鞍払い、諸羅疑の全面的な交通・依存関係を麟鐵する．また、あらゆ

る蟹・未醐羅に文鱗化を強鰯し、ヂ農村を都霧の支配に縫わせ」る・ブルジョ

アジーは巨大灘南をつくりだし、「都市の大饗を農村の人証葺にくらべて格段に

増燦させ、こうして人難のかなりの離分を農村生落の愚昧から救いだ達す・ま

た鞍らは、f農耕を薬毒に依葎させたように．また未騨蟹や半未麗蟹を文絹蟹

に、農民羅をブルジ望ア馨紅、東洋を西洋に、依存させ」る。そしてその近代

化・文弱銘の渦中で、変革主捧としてのプロレタ蓼アートが必然的に生み懲さ

れる．

　ここには、マルクスが重擬していた嚢罫市場や資本の進歩的意義・文絹化作

罵が強講されている．そして資本麟が盤界約諾条緯の率で成立し、しかもそこ

での社会変動・変革の鷲立軸が労資の躇級襲係になる以上、一醒内でのr都毒

と農村の分裂／対立」の意義は擦講的に低下することことになる。

　しかし疑時に、こうした透代牝論（その延長線上での労働者革命論〉に立つ以

　　　　　　　　　　　　　　　一2§一



行政桂会論集　第稔巻　第4号

上、資本鰯下で一躍内での「都毒と農村の分裂／輯立まの意義が低下するのか、

それとも一馨重要な意義をもつのかは、主要な論点にはならない．一方で盤界

歓会的な複野が強調されるが、縫方で、それの灘なるアナ旗ジーとして一躍内

部での都南と農村（あるいは逆に都毒と農村のアナ實ジーとして文瞬羅と未開

国〉の支蓬一依存麗係が擬えられる．また、私的承有・購級支醍の深化という

観点からいえば、量最大で「都1帯と農餐の分裂／瞬立」が一馨激化すると捉え

てもおかしくない．さらに、近代的な都市・文明羅・労縁者と前透代的な農村・

未露馨・農民が「分裂／対立書するという解萩も不可能とはいえない．

　そして、蓼共産党窯需圭が導き鐵す実践的展望は、文明諸蟹の労働者躇級に

よる一露翠霞での共産主義革命・醗有佐である．革命後の方策は「羅によって

異なる」が、rもっとも進歩した醗々」では、醒有化に基づき、r農業経営と工

業経営を統合すること。都霧と農村の講堂をしだいに除去するようにつとめる

こと」とされる織また、すでにr都毒と農村の繋立の丘湯」という未来縫会

についての命題を握起していた空想的縫会主義者の先見性が高く評癒される飛

これらがいずれも、エンゲルスが一貫して強調してきた観点であることはいう

までもない．またそれは、資本麟下では匿都南と農村の分裂／講立葺は解消さ

れず、一躍単粒での私的翫有の廃止によって祷めて計爵的・政策的に解消され

るという認識を改めて確認するものでもある．

　篤5籔　小振

　以上、第i期（狢43～盤47年／のエンゲルスとマルクスの知見を験試してき

た。

　この時類、都市と農耕の関係の醗究に最初に着手したのはエンゲルスだった

が、それはマルクスとの共著を通して「都霧と農村の分裂／麟立」講という形

でまとめられた。

　「都霧と農村の分裂／掃立」論は、3つの球根（⑦農耕労働と商工業労働、

⑨漸有鴛購綴支醍、精神労働と爽体労働、⑧資本と±地霧有〉を重潜させ、文瞬
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批覇として示唆に富むが，しかし各位梅の櫨互連関や屡史的酸定盤等の点で暖

駿な、それだ1ナに異なる遅解・解毅の余地を含むものであった。またそれ1嵐

基本的には一馨内部でのf分裂／蝿立」を攫えるものであ敷その縷りで鶴野

のr譲定憲鰻，饗まを亥き舞舞されたi認知枠でもあった。

　この鶏題について、マノレクスとエンゲルスの認識には一定の違いがあった。

マルクスは、資本籬下では、一酸内でのf都市と農替の分裂／蝿立」よ甑

むしろ選雰濃霧や労資の賠級韓立が歓会変動・変革の新たな機軸となるこ

を重視していた。マルクスが単著でr擁毒と農村の分裂オという場合、それ

は封建麟完成難のf資本と土地辮有の分裂」に鰻定されていた・縫方・エン

ゲルスはf都市と農村の分裂／繋立」を特に重複し、それは資本翻下では解満

せず、労勝者購綴による一露単位での共産主義革命によって廃止しうると考え

ていた．

　とはいえ、この時類の講者の認識の違いは、あくまで醗度差・強講点の穏違

にとどま穆、明確な繋立には熟していない、それは、両者と亀）、一国単位での

逓代化論（その建長線．しでの共産主義革命論〉の立場を共有していたからであ

る．この立場に立つ以圭1、一馨内での都市と農村の縫係は、量・雰媛模での文醗

馨と未醐馨の関係のアナ臓ジーとな箏、また遷代紀（資本一賃労饒一薬毒〉の

進歩性に帰する麟逝代性（土地辮；脊一農民一農村〉　という形で「蔀｛市と農村の

分裂／蝿立≦も捉えうる．そこでは、資本麟下で一国内での「都霧と農村の分

裂／最立」が維持・激秘するのか、それとも相鷲的に意義を低下させるのかは、

あまり重要な講堂点とはみなされないのである。

第2章第2窮（露磐～ア豊年〉のマルクス

　次に、第2難（盤49～難年）である．この時難、「都市一農村まに関する醗

究は、ほとんどマルクスによってなされた。またこの時簸は・各種の新聞の鷺

勢記事からなる前期（懇磐～55年）、及び、ゼ資本譲垂の醗究に本酪的に取り緩
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んだ後期（講57年以降／に大鷲しうる．

　第玉簾羨獺（膿趨～弱年／二封建遺鱗としての「都衛と農耕の麟立ま

　まず、第2期の饒期（欝磐～55年〉、マルクスは、「都薦と農村の嬉立」とい

う観念を箆較的多精した．

　ただし、ここでのr薬毒と農村の講堂」は、第i類のマルクスの単著と講織、

封建麟完成蟻の「資本と土地癬有の蝿立ゴという歴史的文賑に瞬定されている。

そ蕊は、資本繕下では払拭される残滓とみなされている．

　すなわちまずマルクスは、プロイセンの大土地霧有は中選・繋建縫合の基礎

だったが、近代ブルジョア歓会隷商工業に立僻してお鞍、騎にf土地暫有その

ものが以前の存立条件をすべて失って、商工業に飯存するようになって」いる

と遠べる戦そして封建勢力（王権／の縫会的基礎は、f農娘的または半農嫁的

農疑を支醒する特権的な貴族的土地藤布であ瞬、家父長凝的な小工業、または

瞬職縫合に縫織された小二£業であ絵、たがいに閉鎖的な諸身分でありま、それ

らとともにr都南と農村の酔わしい対立、と鯵わけ擁毒に難ずる農村の支配」

であるが、これに対して、逝代娃会は、「近代工業が実課にあらゆるものを平

均麹するのと購織にま、r都毒と農耕のあいだを軈てているいっさいの法律上お

よび政治、飴の瞳壁をと騨まらわないわけにはい」かないと捲締している讐

　またフランスに関しても、マルクスは、大土難燐有を代表する更続王朝濠と

資本を代表するオルレアン漂を反蔭させていたものは、「二つの違った種類の

駈有であ辱．雛市と農村の昔ながらの対立、資本と土地藩有の敵欝関係窪だが、

しかし今韓、もはや大土地湧蒼もr近代縫会の発展によって完全にブルジ望ア

化」してお蔭、それらはfブルジョアジーの二つの利益集霧」にすぎなくなっ

ていると旛擁する穫そしてフランスでは、こうしたブ／レジ簑アジーの連合に

対叛して、小ブルジ3アと労饒考との連合も生まれていると述べる携

　さらにマルクスは、イギ肇スでも穀物法廃ま（欝46年／が、絶つくの蕃の

蔑成事実、…すなわち、地主の金欝への，土地霧春の商業への、農業の製造
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ユ業への、農村畷鮪への、繕羅をぱ認めた溶ナのこと搾だと達べる・また

トー夢見が大土地霧有者・保護貿易論考び）ブノレジョアの代表であ吟、ウィッグ

党はrブルジョアジー、趨工業的串縫隊綴の、貴族（特権的土地湧有者）的我

表」織だと指摘する。イギ夢スの総選挙の結果も、薪都市と農村の講読（A鰹

t篭。頻s醗嚢slをはっき吟表している」携ここでの薪難航IA簸穣霧。盛s醗鵬難1ま、

もちろん繋建麟下での「講堂（G鎗磯s磁窃ではない．すなわち、資本とブル

ジ葺ア飽した土地辮有という支配踏綴内部での力縫孫にすぎない．麗に、そこ

で鐵き鐡される選挙結果は、卜一夢覚の敗靴、ウィッグ党の一屡の惨数であ甑

予想される事態は郵イギジスの公的な全権駿を革命」する危機の醸滅である35㌧

以上のように、この時期のマルクスは、嚇毒と農村の対曲を封建毒紛残

滓としての郵資本と±地辮有の薄立まと捉え、それは資本嗣下では。もはや権

対的に意義を低下させるものと擬えていた。

　その際、まず第iに、マルクスは依然として、透代化が一蟹単盤で進むと考

えている。そこで、イギ夢スやフランスに艶べ、「後進」的なプ導イセンに翻

しては、土地所有に薄する資本の進歩的意義を強調している．

　ただし第2に、マルクスは、資本による土地辮有の支醗が一一イギ肇ス・フ

ランスでさえも　　、政治的舞舞という形でなく、土地新膚・封建勢力の実質

的なブルジ葺ア化という妥協的形態で進むことを明らかにしている。それを推

進するのは、被支醍階級と「資本1±地新有」との隊綴韓立である。縫会変動・

変革の主要な講立軸は、もはや新都瑠（資本〉と農村（土地辮膚〉の鵡立茎で

はなく、資本麟下での新たな隊緻講堂である。

　第3に、姿本による土地新春の支醍は、確か紅封建麟の残滓としての「薬毒

と農村の薄立猛を終わらせる。ただしそれ・は、新たなr農耕の薬毒への鍵属」

の麟鐵でもある。それ，はもはや．都霧一農村闘の「法律上・致治上の瞳壁」で

はなく、もっぱら経済的格差，すなわち農工閥の不均等発展である。

　これらをふまえ、マルクスは、労資の賠級韓立、及び、労働者結綴の割出遍

軽としての農村から都霧への人蔭移動についての考察を深める。綾は、資本麟
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大工業の進展に伴い、「近代碁会のうちでもっとも定著的で保守的な要素であ

る農耕人韓は溝滅達し、「工業プ韓レタ夢アートは強力な牢心地に、強大な生

産力の薦懸に、集められる」と述べるのである概

　第2簾　後難（玉総7～7玉無〉1一国革鎧の「近代化ま論とそれへの疑義の薦芽

　こうした知見は、第2蟻の後期（鰺57～7i年）、一一屡、深めら蕊る。

　【第三項　　ギ馨憲と農村の薄立まの掘録イ毯

　露57年以降、マルクスは、上遠の観点を繰辱返し強調する。すなわち、資本

籬下では資本による土地勝麿の支甦が貫徹し穫鮭会変動・変革の機軸は、も

はや罫都毒（資本）と農村（土地辮有／の掃立まではなく．労資の賠綴薄立

へと移行する．そこで、姿本主義化に伴う農村から雛市への末羅移動、プロレ

タジアの麟趨遍程が重要な解瞬課題となる．薬毒と農村の縫係は、生産関係で

はなく、交換・分濯麗係とみなされる戦また、ダ農業の蔀醸では、大工業は、

古い縫会の堡塁であるぎ農民垂を滅ぼして賃金労働者をそれに替えるかぎ鯵で、

最も革命的に作駕する。こうして．農村の祇会的変革要求と社会的諸難立は都

南のそれと瞬等にされるま兜

　こうした認識をふまえ、1872年、マルクス・エンゲルスは第i甥の薬著であ

る『共産党宣言握の新版で、堵餐毒と農村の難立（Ge墓e麓satz8S暑を堵葬薦と農

村の差異（暮銃ersc短6s）3に改訂している戦

　ζ第2項新たな諸短見董

　またこの時鞘．羨蟻1こは十分に展絹されなかったいくつかの新たな知見も隣

り闘かれる．

　まず第iは、資本麟下での農工閥の差異・不均等発展に関する考察である．

資本主義の進展に伴う農村から都南への入舞移動を解隣する上でも、この知見

は重要である．マルクスは、縫韓地代、差額地代、農業の轟然的麟約．再生産

表式（生産手段生産部稗と農業を含む消費手段生産蔀醗の経連〉，潜在的過剰

入舞等、遜めて多くの観点から、姿本縫下での　　封建麟の残滓ではない一
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農工間の差異・不均等発展のメカニズムを解隣した僅

　第2に、マルクスは、近代の大土地霧有が封建麟の単なる残滓ではなく、姿

本凝・マニュファクチュアによって新たに麟轟されてきたことを瞬らかにする。

すなわちrイギ夢スで隷農娠凝は、翼量紀の終わ蓼ごろには事実上なくなって」

お蓼、蔦愛妃には人嚢の多数が自密な衰営農畏から威っていた総しかし」資

本主義的生産様式の基礎をつく蓼だした変革の序懸は、露轡1紀の最後の3分の

1鯛と欝糧紀の最密の数十年」、つま警羊毛マニュファタチュアの興隆に基づ

く耕地の牧場化、及び、農民のプ霞レタ夢ア姥の進展にあった飛これが、「資

本主義的農業のための領籔を右領し、土地を資本に合体させ、都撫工業のため

にそれが必要とする無保護なプロレタリアートの供給をつくりだした1鋤ので

ある。

　第3に、マルクスは、封建鰯完成難においても「都南と農柚は必ずしも決

定的な対’立軸ではなかったことを示唆する。「中世には、イタ夢アでのように

都市の鋼外的な発展によって封建鰹穫ぶ破られていたのではな替ところでは・

どこでも農村は都毒を政治的に搾取しているのであるが、縫方、鄭声は、どこ

でも例外なく、その独右懸格やその穣税凝度やその講職i縫合凝度やその直接的

な商人的詐欺やその高利によって農村を経済的に搾取している淫縄封建麟完成

期の土地霧有と資本はいずれも支靉靆級であり、両者の紫立としての「都毒と

農村の講堂∫も支配灘級内部でのそれにすぎないのである。

　第4は、ギ農業馨と工業霞葺の醗葬祭分業、及び、纏疑地支醗に麗する知見で

ある。この麗題は、甕初、工業製品とは逆に農産勃では、生産性が高いはずの

イギ夢スが、なぜロシアとの馨際競争に敗寵するのか、という問題の解瞬から

鐵発し、様々な農工閥の差異・不均等発展講からアプローチされていた璽し

かし、いくら一露内での農工購の差異・不均等発展が解覇されても・それだけ

では国際的な逆転璽象のすべては明らかにならない．そこには萌らかに羅際的

な分業・競争、さらに纏民地支醗を不罵欠の購成要素とする童舞資本主義内部

での分業を捉える観点が不興欠になる。そしてマルクスは、東インドとブジテ

　｝蕊
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ンの縫係をと箏あげ、「外馨議場を強麟的に自分の原料の生産場面紅変え」、

r（外露を〉舞馨のための原料生産地に転｛離し、「機械経営の主要斬荘地に薄

応ずる新たな羅灘的分業がつく瞬だされて、それは地琢の一部分を、工業を主

とする生産場露としての飽の部分のために、農業を主とする生産場薔に変えて

しまう」ことを捲擁するのである蓬鷺

　そして第5に、マルクスは、差額地代論とのかかわ鯵で、桂会的生産一般の

進歩が、「…方では，地方的諸霧場をつく参だし交通運輸機雛の建設によって

位置をつく瞬だすことによって・差額地代の原霞としての位置を平等にする方

向に作…耀するとともに、縫方では、一落｝から見れば農業を製造工業から1分離す

ることや生産の大きな中心を形成することによ吟、鰹薦から見れば農村を穏雄

的に張立化することによって，いろいろな土地の地方的な位置の擦違をはなは

だしくするま細と捲締する．また差額地代の考察は、欝然的難度に象徴される

土地の趨性・多様姓をも浮き彫瞬こする．ここで想定されているヂ歓会的生菌

は資本麟である．しかし、瞬有と分業は幾の位糎であ鯵、被会的分業としての

ヂ蛙会的生産一般の進歩まを想定すれば、たとえ私的藪有が止揚されても、位

置や自然的豊度といった土地の縫盤・多様姓は消滅しない。これは．均質的な

国土祷駕・農工結合を展望していた空想的歓会主義者やエンゲルスとは、大き

く異なる認識の萌芽といえる。

　ζ第3項　　ヂ都審と農；樗蒲の鵡魏的掘握葦

　さて、以上の新たな諸知見の中で、纏民鐵支醍と覆燦分業、及び、土地の盤

置・豊度等の鱈盤・多簾盤の翼題絃一いずれも一躍単位での、しかも二元論

的な嚇毒一農趣という認知枠を糧底的に醸すものであるので一r都毒心

農村」という文賑では、これ以上、深められることはなかった．また、近代的

大土地霧有が封建麟の単なる残量宰ではなく、しかも繋建舗下でも「都市と農耕

の鰐立逢が支醗躇級内部での最立にすぎなかったという知慰ま．一方では、透

代化論的な歴墾観に疑義をもたらす契機た瞬うるが、しかし講時に縫方では、

資本舗下では±地霧有への資本の支醍が貫徹し，労資の繕綴靖立をこそ重裡す

　　　　　　　　　　　　　　　　一蕊一



マルクス・エンゲルスの「薬講一農柚譲に絶する考察（浅警槙一／

べきだという認知枠の再確認をももたらす。

　そこで、一霞単位でのギ都権一農村涯論の考察においては、依然として、変

革主体たる大工業プロレタ夢アートや資本主義的な曙綴的矛盾を集積・集串さ

せる近代的都毒、及び、それとは麟称的な農民・農耕という歴史一被会観が維

持・再生産される・農工購の差異・不均等発展に関する知見も、こうした遍代

化論的な歴史一桂会観の一環として位置づけられる．

　すなわちまず第麟こ．罫大中心地に集積される都市人馨がますます優勢にな

るにつれて、一方では祇会の歴史的働力を集積するが、縫方では入縫と土地と

の問の勅質代謝を撹蔑する．すなわち，入閣が食料や衣料の形で溝費する土壌

成分が土地に帰ることを、つま瞬ま地の豊饒性の持続の永久的麹然条件を撹

竄する．…しかし、属時にそれは、かの鵯質代謝の単に自然発生的に生じた

状態を破壊することによって、再びそれを、縫会的生産の蔑麟的法則として、

また人聞の十分な発展に遍合する形態で．体系的に確立することを強敏し、

「農業と工業の講立的につく吟あげられた姿を基礎として講者を織合するため

の、秘質的諸前擾をもつく鯵だす」戦ここには，資本鑛下の大薬毒に典型的に

みられる環境破壊と、それを克織する客観的・主鉢的な「歴史的動力まの集積

が重複される．

　第2に、資本鰹下で、都市労働者では肉捧釣鐘巖の破壊ぶ、農村労働者では

鋳神生活の破壊・愚練が進むとされる璽一方でマルクスは、馨市一農韓を闘

わず、資本主義が±地と労働者に破壊的作璽をもたらすと遠べるが、しかし、

馨市一農書に露長ずる場合にはつねに双方の労働者の客観的・主体的状態を繋

姥的に縫える．また…方でマルクスは大工業下での労働の継分化・籔片影が精

神的錬外を進めるとしつつ、しかしそれでも精神的破壊・愚妹を大工業労働者

ではなく、農村労傷者に見いだす．それはマルクスが、都市の大工業労働者を、

より緩織的・集中的な透代的労働者であり、娃会変革の中心的主体とみなして

いたからにほかならない。

　こうした、一瞬内部での都市化（労働者化）をr進歩的まと縫える認識は、

　　　　　　　　　　　　　　　一37一
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一醗単位の近代イヒ識の域を墨ていない。そこには、マルクス葭身が麗拓してき

た新たな知見、すなわち纏黒地支醍・匿際分業（濡一国単位の縫会観の克巖／、

近代的大土地漸有が舞建麟の残滓ではないこと（＝近代化論の克嚴〉、露然的

纒姓・多様性（工穰薦一襲材の二元講の克服〉等の無毘は、未だ十全に活かさ

れきってはいない。

　＊なお、マルクス罫資本論雲には、「すべてのすでに発展していて、晦品交

　　換によって蝶介されている分業の基礎は、都南と農村の分離（Sc艶罎毅齢

　　である．縫会の全経済史はこの薄立の運動に要約されると言うことができ

　　るのであるが、しかしここではこれ・以上この対立畜こは立ち入らないことに

　　する」灘という記述がある。この記遠は、罫資本論垂段躇のマルクスが、資

　　本舗下でのヂ擁市と農村の鰐立まを重撮していたことの纒証として、しば

　　しば引湧される．しかし．管見の鰻穆では，マルクスがこのように舞建麟

　　完成簸の「資本と土地翫有の繋立」に畷足せずにダ都溝と農替の対立」に

　　書及したのは、ぎ共産党宣言選以来、約2§年ぶりである．またこの後も、

　　マルクスは、いっさいこうした書及はしていない。また、ここでマルクス

　　は『共産党宣言遷で驚いたr分裂（Tre賊難離という観念ではなく、「分

　　離（S蕊e継難菖）」という語を矯いている。この唐突とも患える記違から、

　　「都市と農替の分裂／繋立まに絶するマルクスの愚考を読み取ることは難

　　しい。ただし、『ドイツ・イデオPギー壌当時の認識をこの時期もマルク

　　スが維持していたとすれば、この配達は少なくとも資本簿1に限定されたも

　　のではなく、嫁隷麟以来の全経済蜜に麗するものである。また、この記述

　　が、轟然発生的な分業に臠する記遠と、マニュファクチュアでの分業に縫

　　するそれとの閥に挟まれ、講者をつなぐものと位置づけられていることも、

　　それを裏づける．いずれにせよ、この鑓述が、第2幾におけるマルクスの

　　新たな諺知見、とりわけ資本鰯下での「都市一農餐」に関する知見の農聡

　　といかに関連しているのかは、「これ以上立ち入らないことにする∫とさ

　　れるのである、

　　　　　　　　　　　　　　　一38一



マルクス・エンゲルスの堵霧毒…農本無論に器する考察（浅聾慎一〉

第3簾エンゲルスによる綾本謝第捲綱要
　さて、第2期、エンゲルスは、都露と農村の縫無煙については、あま瞬論及

していない。

　ただ、エンゲルスは欝68年、罫資本講遜第i巻の綱要を作成してお甑その

中に聡達する鑓述がある。そしてこれは綱要でありなが転かな陰エンゲルス

の独察の観、薫が入っている。

　すなわちまず、罫資庫論蓋第i巻には、絶遠の如く、嬉民地支嚢塁に基づく新

たな覆諜分業の強鱗釣縄鐵に関する鑓述がみられる．しかしエンゲルスは、そ

れを、大工業の「原料生産談霞への反作稽。…工業蟹と農業麟との露燦的分

業」泌と要約している。嬉野地支醍に基づく新たな蟹際分業の独露な意義には

触れていない、

　また，ぎ資本輪講第i巻のr第捻童　機械と大工業，第欝簾　大工業と農業墨

の綱要において、エンゲルスは、監資本論垂には存在しない　語　　　「都議と農

村の講立ぶ先鋭イ雛爾一を付け擁えている。

　これらは、エンゲルスの認識がぎ共産党宣言雲を著した第i幾以来、あま駐

変化していないことを示唆する。

　繁4簾小振
　以上、第2簸（盤57～質年〉の、主にマルクスによって展麗された「都毒一

農村」論をみてきた。

この時難のマルクスにとっては、少なくとも近代資本麟下においては一輪

部での嚇薦と農榊分裂／熾暮誌はや主要嫡題ではなくなって》’たよ

うである。

　第2蟻の醜類（露49～55年〉、マルクスは「都霧と農村の嬉立葺という凝念

を矯いたが、それは舞建議完成期の「資本と土地新春の講堂涯であ甑資本麟

下では克搬されるものとみなしていた。

　第2難の後鞘（i857～穫年〉は、①資本舗下における農工閥の差異・不均等

　　　　　　　　　　　　　　　一3§一
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発展、⑨遷代的大土地種有が封建瀬の単なる残滓ではないこと、③封建講下に

おいても懲市と農村の爵立3は支靉靆綴内部での対立にすぎなかったこと、

㊥農業と工業の麗係姓嫁殖民地支配と新たな瞬礫分業の窮程の中で控握される

べきであること、そして㊨桂会的生産の発展において土地・自然の騒姓・多様

性がもつ意義等について、新たな知見が獲得されていった．これらの多くは・

一馨内での「都霧と農村∫という二元論的社会認識、及び、一国単癒で進む近

代髭という歴史…議会観の鰻界を、心懸露量させるものであった。

　しかし一方、この時期のマルクスは、蛙会変動一変革の機軸を、大工業によ

って麟崖される労資の陰線薄立紅求め、その意糠で、r先進∫諸羅の都薦髭

（無農村・農民からの離騰〉に変輩主体を見いだそうとしていた。その酸りで、

「一露単航で進む透代建（その建長線上での祇会主義革命勤　という鰹受一続

会観を免れてはいなかった．農工問の差異・不均等発展も、そうした歴愛一縫

会観の一環として麺置づ諺られた・というよ静むしろ、r薬毒…農村」の婦比

的把握は、そうした透代牝論的な錘蔓一桂会観の中でこそ、春意義なものとみ

なされていたのである．

　以、赴のようにみてくると、ギ翻霧と農村まの韓箆的廼握は、マルクスにおい

て、まず第iに、一一襲単位の縫会認識の契機として、第2に二元論的な地籔縫

会控握の契機として、そして第31こ近代化論的な鰹史認識の契機として、一種

の墜縛の機籠を果たしたといえる。いいかえれ・ば、この時蟻のマルクスの遷論

的苦縫は、その呪縛から綾け鐵そうするものであったともいえる・なおマルク

スは、特に懲67年以降、実際にアイルランドの櫨渓地支疑を1まじめとする新た

な潤題にアプローチする中で、こうした糧縛を援け墨し、新たな歴史一能会観

を構築していくのだが、そうした諸点はもはや本稿の課題を超えるテーマとい

わざるをえない5彗

　なお、この時期、エンゲルスは、「都市一農村ま論に暇っていえば、こうし

たマルクスの遷論的苦縫の意義を十分に礫解していたことは疑わしい。そのこ

とは、次章に疑るエンゲルスの考察によって、さらに鱗明になる。
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マルクス喋ンゲルスの購毒一農輸隷顕する考察綾野穣一一

第3章第3霧（露72～盛年）のエンゲルス

最後に、第3期（露72～93年）である。この時期、蕎講と農繕の幾題に譲及

したのは．主にエンゲノレスである．

　第玉簾　　影灘霧と農村の分離（発裂）／鰐立雄譲の復活とその講題点

　この蒔蠣、エンゲルスは、「最初の大きな歓会的分業は都市と農村の分離

〔SC艶戴難露であるまと遠べる璽そしてこれが．「農舞人饗にたいしては幾千

年にわたる愚鈍秘の運命を、都市慶にたいして1嵐各人がそれぞれの手エ業に

隷属させられるという運命を宣告も」、　r前者の精神的発達と後考の肉体的発

達の基礎を破壊したまと搭摘する穆また「人鶏の歴史的遍去によって鍛えら

れた鎖からのメ、簡の解放は、都構と農村の蠕立が廃まね怒蓼eSC黙盤1されでは

じめて完全とな穿働り、「生産そのものも、また人聞の精神的および肉体的な形

成毫、、都毒と農村との、農業と工業との害い分業力耀余去（葦》εse量麺禦／されたとき

にはじめて、これを最高の靉靆まで発展させることができる」灘とも違べる。

ここでの嚇市と農趣は、もとより封麟続成簸）賢本と土地淺趣では

なく．農耕労鰻と商工業労縁の難会的分業に基づくものである。エンゲルスは、

それを弄、簡の発達の阻害、しかも精神と肉体の二元講的な発達の獲害と綻びつ

浮ている．

　その．とでエンゲルスは、こうした分業がマニュファクチュア・大工業靉靆1こ

は一襲進展し、労働者は「肉体的および糖神的に不具｛絵され、搾取賠綴もま

た「肉体的および糖神的な近複姓の鮫隷とな琴、…自分のこの不具化グ）嫁隷

となるまと述べる概ここではもはや、曝毒と農村まや「精神労饒や肉体労

麟」という二発譲を超え、しかもあらゆる賠綴で．特殊的・韓幾的分業による

入鵜の発達陞害が強調されるのである。

　しかし、それにもかかわらず、エンゲルスは、r封建貴族にたいするブルジ

一4蓋一
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ヨアジーの縫争は、農村に対’する蔀覆の一・縫争であった」醐と、（透代的〉贅

本と（封建的〉土地暫有の掃立という観点からも、篠毒と農柚に言及する。

　さらにまたエンゲルスは、資本主義がr擦毒と農耕の対立達をr差湯するど

ころか、反鰐に韓ごとにますますこの最立を激姥させ」、　「癒鞭にまでおしす

すめ」るとし餓都毒と農耕の繋立の生傷は資本嗣の壼揚によってのみ可籠で

あり、またそれが様々な意殊（産業の発展・人聞の発達・環境の保全等／で必

要事になっていると捲締する餓ここでは藝都霞と農誘達は主に「湧有業躇蔽

支醍」の観点から縫えられる・エンゲルスによれば、大工業は、すでに全癒発

達した縄入を麟鐵し、生産を場甥：的鰹約から解敬し、f灘毒と農軽のi擁立垂の

生湯を案現可籠としている兜ただ労働者曙綴が大工業の資本主義的括薦を廃

止すれぱ、それは実現するのである、

　こうした基本認識は、窪共産党宣書叢を著した第1期の段馨皆とほとんど変わ

っていない．鍵って、「都毒と農村の薄立」を止揚した後の縫会に帰するエン

ゲルスのイメージも、やは蓼ほとんど変わっていない。すなわちそれは、空想

的縫会主義者の捷書・実験を．一瞬単粒のプロレタ婆ア革命で誹懸的・政策的

に実施しようとするものであむ、単一の国土謙麟に基づく均等な入舞・工業の

醗置、農業と工業の結合、分激的な共講住宅、諸鱈人の農工業への参撫等、極

めて均質的な縫会纒成の実義である醜

　なおマルクスの死後、エンゲルスは共著・ゼ黄産党宣1謡の磐88年版で、r都

市と農村の差異を除去する葺という記述をr全国にわたって人韓の醍分をもっ

と平均化することによって、都毒と農村の差異をしだいに廃比するまに改め、

また都畜と農村の掃立の鑑揚に縫する空想的社会主義者の提言をr積極的な命

題」から「実際的な方策まと改定した蹴これらの改定も、上記のエンゲルス

の立場を．より明確に打ち饑したものといえよう。

　以上のようなエンゲルスの論理は、まず第iに、資本籬下でr擁毒と農村の

掃立」が解消しないことを強調する点で、マルクスのそれとは異なる。第2に、

そこでは、縫会的分業、踏級支配、そして資本一土地所有の縫係という3つの
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マルクス・エンゲルスの罫鄭薦一襲祥」論に聾する考察（浅野後一／

位輯の混醜が　　ゼドイツ・イデオロギー遜以来．未解決のまま　　継承され

ている．第3にそれは、大工業の生産力によって、縫会的分業の基礎をなす窪

然的徳性・多様姓はすべて徳脹され、均質化されるものと想定されている腕

そして第護に、擁民地支配や国焼分業に臠する認識が希薄で、一露単盤で進む

近代化（その延長線上での共産主義革命）という獲史一縫会観を、マルクス以

上に鰭明に維欝している醗

　第2簸　エンゲルスにおける霧たな認識の萌芽

　とは疑え、最晩年のエンゲルスは、嚇毒一農村三論に隈っても、こうした

鰻雰を醗識する手掛かりとなる萌芽的知見を、断片的にではあるが見いだして

いる。

　まず鰺82年、エンゲルスは郵マルクまの中で、アメ夢力の大越榛農業との蟹

諜競争によって没落するドイツ小農浸に賭し、労働者繕綴（縫会民主党〉との

連帯によって、マルク鯛体の再生達麟醐の後難こ基づいて大顯な農

棺工業を購棄することを堤起した。ここには、一方で、大綬摸農業と大工業の

結合というエンゲルスの空想的鮭会主義的な発想をとどめつつ、しかし羅時に．

擬界資本主義の中での国際競争・曝襟分業を射程に入れ、小農疑がプ冒レタ夢

ア化するだけではなく，露らの生活防衛のために、一蓋封建麟の復活ともみ

える形で資本主義に抵航しうる罵能姓が提示されている醗ここではもちろん・

罫都落と農村の講堂まは調題にはならない。むしろ反資本主義の労農樹蟹に近

い発想、がみられる．

　また、鰺84年、エンゲルスは、『家族、私有財産および馨家の起源蓋の中で、

　「最秘の大きな歓会的分業まが、遊牧浸族とその縫の閥の分業であったと遠べ

る戦「都畜と農耕の分離まを生み鐵した農耕と手工業の分業はf第2の大きな

分業蛙なのである。これは、薪最初の大きな桂会的分業」がr擁毒と農村の分

離（農薪と手工業の分業）∫であるとしたゼ反デュー夢ング論垂（鰺76～78年／

に比べると、鴎らかな変更である。そしてこの新たな知見は、「都市と農耕の
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分離（手工業と農耕の分業〉」は重要ではあるが、縫会的分業や踏綴分裂にと

って艦一の縫薄的契機とはいえず、また嚇欝と農祥の分離が必ず湾音聞の

「講堂ゴをもたらすとは限らないことを示唆するものである発

　ただし、このζ家族、私有財産および馨家の起源垂において、エンゲルスは

やは諺ヂ文1翼は　　と離わけ都南と農糎の麟立（この場合、古代のように都毒

が農村を経済的に支配することもあろうし、あるいはまた、中量のように農村

が馨講を支離することもあろう）を激しくすることによって一一これらすべて

の舞ξ存の分業を打ちかため増大させ、またこれ，をこ第三の，文響餐こ霧有な、淡定

的に叢要な分業（筆者注：r桂会的寄生嚢勅の…購蔽凄としての商人・商業）

をつけくわえる達簿と記述を進める。また、鮫隷霧から逝代資本灘を含む「文

瞬縫会茎の特鍛をなすものの一つが「歓会的総分業の基礎としての灘露と農耕

の蝦立の響定化まであると遠べる麗ここでは、縫会的分業と購級分裂は再び

混織され、それが無蝶介に嚇毒と農村の講堂メの凝念に埋め込まれる．

　最後に、露92年、エンゲルスは、『イギ夢スにおける労働者繕綴の状態垂

のイギ夢ス新綴への序文で、量響市場・産業独露・植野地支醍・労働貴簾等に

言及し、雄45年当時の本書窃版の一般的な運論的立場が「襲在の私の立場と蕉

確には一致していない」と明言し、特に羅灘被会主義の観，燕の重要性を捲嫡す

る鷹　もとよ辱、この時期、エンゲルスにおいても、アイルランド開題等を通

して、すでに一縷単紘の逓代紀論は克賑されていた陛しかしここでは、農村

人鱒の都市への流入との係わ鯵で．イギ琴スの「不熟練墨労働者のギ新羅合運

動∫簿の新たな可読難への模索が承されている・

　第3簸　小括

　以一1汐）ように、第3期（懇72～盤年）のエンゲルスは、第2難のマルクス以あ

に，一誘単位のr都市と農村の分離／対立」を重観していた．露里期の「分裂

（Tre難難納、第3蟻のr分離（S蕊ε羅撮蟻という違いはあるが、その基本的

な諭達は、第i期の罫共産党賞露藩と髭ぺ、それほど変化・進歩していない。
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マルクス．エンゲルスの嚇毒一麟も譲に臆する考察賎野嚢一■

むしろ、「都毒…■農村」講に鶴野を鰻寇する張吟、…醗単位び）近代化（その楚i

長線あでの共産主義革命〉、そして空想的社会主義者の提言の一遷車紋での実

理（均質的な蟹土詩嚢勢といった、罫共産党寳震垂時衆の懸i史一縫会観を、一

暦露定化させているかにさえ見える、そこには、第2蟻のマルクスの礫講的苦

譲が、十分に澱み取られているとは震いがたい・

　ただし、第3簸、と鯵わけ最醗年のエンゲルスには．こうした鰻界を克織す

る蕩芽的な知見がみられる、それは・薮会的分業と曝綴分裂・及び・r灘南と

農村∫の発生史に絶する知髭であ鯵、蟹蝶分業・饒燦競争の渦中での農民と労

働者の連帯の模索であ穆、産業独志・植艮地支魏・労働貴族に薄航する農耕鐵

身のヂ不熟練ま労働者へのまなざしの変化である。

　ただしまたそれらは、F薬毒と農村の分裂（分離）／端立葺識の根底的な発

直しにまでは至らなかった。エンゲルスは、第2難以降のマルクスがほとんど

驚観・なかったr都市と農村の爵立ま論に、晩年まで翼熱した・エンゲルスにと

ってもまた、r擁畜と農村穿闇題は、一躍単位の透代化といった歴史一続会観

につなぎとめる饗縛であ瞬、エンゲルスはその若年から瞳年まで・マルクス以

上にその醗縛に強く震われていたといえよう。

終章　まとめにかえて

　以上、マルクス・エンゲルスの「都毒一襲材三論の発展過程を跡づけ、その

到達点と課題を瞬らかにしてきた。

　ここでは、下記の諾意を確認し、本稿のまとめにかえよ尻

　まず第iに、㈱市と農村の分裂（分離／／対立」は．主要には．第ま期

（i艇3～葬年／のマルクス・エンゲルス．及び、第3鰯（落72～§3年／のエン

ゲルスによって篤いられた観念である。第2蟻（鰺57～霞年〉の前難までマル

クスは、この凝念を封建麟完成擬の「資本と土地翫有の薄立」とその残滓とい

う極めて醸定的な歴史的文賑で壌いたが、第2鱗の後期以降は、そうした文賑
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ですらほとんど健聡しなくなった。

　第2に、ヂ都南と農替の分裂（分離〉／韓立雄論は、①琶会的分業（農耕労

麟と商工業労働、②辮有事購綴支醗、精神労麟と肉体労騰、③資本と土地藤

育という3つの位椿を内包し、文闘鼓舞として極めて示唆的ではあるが、しか

し、各位構の権互違麗や歴史的鰻定性には曖蘇な点も多く、それだけに多様な

理解・解毅の余地を残していた。すなわち、堵異憲と農村の講堂」譲を特に重

複したエンゲルスは、姿本鰯下でr翻毒と農村の薄立」が激化し、その豊接は、

一躍単位での共産主義革命、及び、大工業の生産力による轟然のr征舞鍵　・均

質的属土空薦の麟鐵によって響能になると縫えていた。これに薄し、資本の一一

元的支醗・労資の隊級薄立を重複するマルクスは、資本講下ではもはや「薬毒

と農村の薄立雄は主要な薄立軸たりえず、また量昇議場・植民地支醍・露擦分

業・露然の多嶽盤等の認識をふまえ、一躍内部での「都議と農替の分離も櫓

婦的な意義しかもちえないと考え、第2簸以降、「藻竃と農耕の分裂／辮立」

論を離脱したのである（なお、こうした認識の鱗芽は、最嚢年のエンゲルスに

も部分的にみてとれる／。

　しかし第3に、第2期のマルクスも、罫一国単位で進む近代化（その延長線

上での共産主義革命／jという歴史一縫合観を完全に騰熱していたわ静ではな

く、その鰻鯵で、完進的な「都市＃市場罵労働者」、後進的・停滞的なF農轡

謙±地勝有＝農民諜という認比的な認知枠、及び、夢擁帯による農村の支醗輩

の文瞬化作矯を重複していた。農工閥の差異・不均等発展に関する詳細な分穏・

考察も、こうした歴斐～社会観の一環として位置づけられた。そして、量界市

場・纏戻地支配・蟹際分業・鬱然の多犠牲等に関する知見が全露雛花し、マル

クスが完全に一蟹単鮭での「都南一農樗（二元論ぬという認知1枠を克織した

のは一いいかえれば嚇霧一農村葺譲への言及が極端に減少するの1まr

第2期末蟻、本格的畢こは第3期（鰺72年以降）である．

　以上のように、ド都霧と農村の分裂／鰐立ま論は、若き嚢のマルクス・エン

ゲルスが到達した極めて示唆的な文瞬撹判ではあったが、瞬時に多くの曖昧さ
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マルクス・エンゲルスの「簾講一農極論に絶する考察（浅野填…〉

を含み、それが資本主義冠会の分新に安易に蓬罵された結果．後らの歴史一紙

会観を、誓一露単簸で進む近代化（その延長線上での興産主義革命擁という近

代麹論的なそれに愛縛する役塞を果たしたともいえよう・第2鶏以降のマルク

ス（及び、最醗年のエンゲルス）の獲講的苦轟嵐そうした鰻縛からの駁灘の

遜程でもあった。

　上述の考察をふまえるとき、我々の前には、一霧海での「都旛と農耕（漉工

業と農業／jの二元論、及び、一躍単位の還代紀論を克織し、童舞資本主義の

中での多重的・多発的な賂差・不均等の購造とそれを壼揚する道鰯を解隣する

という課題が提起されているように思われる。ただし、こうした課題設定嚢体

は侮ら羅新しいものではない。それは、第2期以降のマルクス（及び、簸隆年

のエンゲルス〉が嚢ら実質的・内在的に提超し、著麗してきた議題にほかなら

ない。した摂って、現代を生きる義々に周われるのは・r一国単位の近代化（そ

の延長線、数での共産主義革命／大工業の生産力による蔭然の雇舞鶴逃という

歴史一纏会観に代わる新たな渥史一桂会観の中で、人聞の「生活一分業一翫有

　（購級／jの変動・変革に関する地域的表現を、実鰹に見いだし得るか否かであ

ろう．そしてこうした議題の遂行は、かつて若きマルクスとエンゲルスがrドイ

ツ・イデオ障ギ一叢において、饒念論的な痙史一縫会観を克服し、新たな曜物

論的な歴史一桂会観に基づく　r生活一分業一訴有（曙綴Mの地域的表現を摸

索したことの幾覇的・発展的な継承にほかならないのである。

　　　　　　　　　　　　　　《補注掛

（i）島綺（圭976〉37頁、岡（至978〉頭、麟（里9鋤i8頁・

（2｝こうした謙につ》・ては、騙の騨、ヒ、零鵬に譲る・さしあ趨・重森

　　（欝欝〉、富本・中替（姫鱒｝、島綺（欝6齢、属（欝7§〉・瞬（簿78）・森灘’

　　鳥麟（欝78〉、小内（簿96）、杉原縫（簸§5）等を参黙。

〔3〉　エンゲルス（欝43）5慧～5鶴翼、瞬（認鶉唱〉232～234・2鐙頁・嬉4～鈴6

　夏。瞬（欝44／63書～632頁でも、地主が支鬱する農村選挙褻の保守盤、及び、
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　　串縫繕綴毒労働者購級が優勢な擦霧選挙薮の露農主義噛急進牲に露及している。

　　　エンゲルス（欝輪喉／247・4鱗～灘§翼。

　　　エンゲルス（懇篤毒〉372～鍵3頁。

　　　マルクス・エンゲルス（繋45～4鐵鷲～綿嚢．

　　　マルクス・エンゲルス〔落蕊～鋳／灘～鯵嚢。

　　　マノレクス・エンゲノシス　（董8嬢5～4§〉2（｝～2茎ぞ薯．

　　　マノレクス・エンゲノレス　（i845～4馨｝4§賞．

　　　マルクス・エンゲルス（懇篤～熱）47蘂．

　　　マルクス・エンゲルス（懇蕊～菊／47頁．

　　　視紅マルクス・エンゲルス（鰺蕊～蕪〉欝頁等は、「工業労働と職業労働の

　　分裂」も重撹している．

　　たいする勝機の籏鷲は、渋谷編・謙譲鴛8蚕に麺る．なお、大肩書篶蔽全集

　　では、「地方にたいする懇業都霧〔の｝勝零犠となっている。

　　した婦箆的特籔が示されている。

（董8）　マルクス・エンゲルス（鰺蕊～4§〉25翼．マルクスの筆麟による挿入が

　　f趨確と農耕まであることは、渋谷纏・訳版慧3頁、及び、瞬霧巻髪漣記・解

　　題准i鎗頁参蕪．なお，渋谷編・蒙版に敏麺すれば、「譲薦と農村の分裂／韓

　　立」に関する寵遠は、すべてエンゲルスの筆鎮である．ただしもとより、それ

　　がi叢ちにエンゲルスのイニシアティヴを示すものではない。

　　　マルクス（鴛46）蕊5～5総頁（第4巻〉、3競震（第27巻〉．

　　　マルクス（黙4§～4舞蔦7責。大月書鷹版全集では「農耕∫と謙譲している。

　　　マルクス（嬢47〉5麓頁。

　　　エンゲノレス　（基き47〉　3§至～3§3頁。

　　　エンゲルス（懲47〉393頁。

　　　この変革は罫一つの盤葬革命」とされる（エンゲルス（欝47〉3鶴～392翼〉．

　　しかしそれは、基本的には羅を単位とした、しかも誓文甥鍛での祇会変革で
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（4〉

（5〉

（6〉

（7）

（81

（9｝

（欝｝

（茎難

〔i2〉

（欝／　さしあた瞬、マルクス・エンゲルス（欝菊～46〉43嚢参照。

（欝）　マルクス・エンゲルス（嬢蕊～薦｝§3～57蚕。ただし、「〔擁｝箏の農韓に

（器／　マルクス・エンゲルス（盤45～46〉56頁。

／懇／　マルクス・エンゲルス（欝薦～46〉鶉夏。

（魏〉　マルクス・エンゲルス（欝4§～鋳／畿頁に隷、主認が欠落しているが、そう

（轡

（鋤

（2難

（22）

（23／

（24〉



マルクス・エンゲルスのr都霧一農耕」論に鷺する考察（浅野嬢一〉

　　あ鯵、だからこそ「文明蟹」の労働者躇綴による国家権力の奪取・馨有化が重

　擾される。

鵬／マルクス・エンゲルス（鱗7～48〉4簿～逢8§頁．

（26〉　マルクス・エンゲルス（鰺壌7～縷8〉4蟹頁。

（27）　マルクス・エンゲルス（難47～48｝齢5頁。

（28〉マルクス（歪鍵9〉2麓蚕．

（2§〉マルクス（玉8婚2鐙～2灘頁。

（鋤マルクス（i85玉～52〉i32～玉33頁。

（3i〉　マルクス（盤濫～52）欝4頁。

（32〉　マルクス（i852一麟33§頁。

〔3舞　マルクス（i8§2－a／332頁。

（34〉マルクス（董852嚇35頗、

（35〉　マルクス（i852一瞬355頁、

（36〉マルクス（露53）53§頁．

（働マルクス（玉8硲鰯～65頂、購憾63～67〉麹璋・縄5～董§2頒i・瞬

　　（i87茎）52暮～52須、購（i857〉63頓、講（董857～58〉膿72～i7籏・

（38〉マルクス（i85難626～627頁。

（鋤マルクス総67博5碩．なお、鰍i8掛52傾には、嚇市生産者濃材

　　生産者のあいだ、産業プロレタ辞アートと農民のあいだには深劾な不一致

　　（W継e路費澱。赫ぶある」とされる。大鴛婁藤藪全集では、「鶴立圭と談されて

　　いるが、　“Ge募e簸satz”ではない。

縫紛　この改訂がマルクス・エンゲルスのどちらのイニシアティヴでなされたかは

　　完全には確定できない。しかし、奉穣での考察をふまえるな叡おそらくマル

　　クスのイニシアティヴの下になされたものであろうことは推灘に難くない。後

　　達する如く、エンゲルスは雄72年以降も嚇確と農村の欝立（G鋸盤sat廟を

　　箪観し続曇ている．

（壌〉　さしあたり、マルクス（i862～63）5～難頁、麟（盤63～67〉第39章、同

　　（is67）35導～352・655・834～838・9磯～鱒預．

（42〉　マルクス〔董867〉936頁。

（盤／　マルクス（i8§7｝§38～鱗7頁。

（鱒マルクス〔i8鉛95頭．疑燧織24碩、懸鯛7）鰯～93頒・瞬（i鍬

一碧一
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（45〉

（4ε〉

（47〉

（48〉

（49）

（働

（5i〉

（52〉
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～5醗灘72～貨3・葺5～茸？頁、醗3§5～3§7頁も参照

　マルクス（灘§3～67〉欝26饗．

　マルクス（i862～6315～欝・642～644頁。

　マノレクス（i8§7〉58§頁。なおここでは、「この革命は農業における諺変革と

縫達するのであるが、後者はここではまだこれ以．あ詳しく論究することはでき

ない1とされる。

　マルクス（鰺63～研〉839頁。

　マルクス（欝67）65§頁。

　マルクス（i862～63／643頁、瞬（i87葺52暮頁、講薩8§驚656～657蚕．な

おマルクス（鰺67）655頁は、「農業での機械の綾羅は、それが工場労働者に与

えるような肉体的な掻害をもたらすおそれはほとんどない」と逮べる．

　マノレクス（圭867）462頁自

　エンゲルス（難68〉28ε頁．

　エンゲルス（麹68〉287頁．

　こうした諸、煮については．さしあたり浅野（欝93／第i章参照。

　エンゲルス（鴛7§～78〉298頁．なお、鍔分離（S嶺ε遍撒鹸は，蕪章で述べ

たようにマルクスが多資奉論垂で驚いたものであるが、エンゲルスが、r分裂

　　　　　　と意識的に琶鷲したか否かは不窮である。（Tre纏縫簸簸筥隻」

エンゲルス

エンゲルス

エンゲルス

エンゲルス

エンゲルス

エンゲルス

エンゲルス

エンゲルス

エンゲルス

マノレクス・

　第3難のマノレクス

し、懸人の分業への隷属、精神労働と肉体労働の薄立、権釈の不率等がなくな

るのは高度に発達した共産主義縫会においてのみであると達べる．しかもその

　　　　　　　　　　　　　一5碁一

（鰺鴨～78〉臆暮頁．属（鴛72～73〉278頁も参照。

（董872～73）　278葺憂孕

（王8§3）92責。

（圭87｛｝～78〉　3｛｝§～3響）墨頁啓

〔i876～78）　i7§頁．

（i872～73〉　236～237頁。

（i8驚～78〉3碗頁、岡（i872～73／277～278頁。

〔玉876～78〉　3｛》3～3｛｝6萎奪．　1溝　　α883〉　39｛｝蚕．

（i876～78〉　3｛｝望～3｛｝5頁、　匿藝　韓872～73）　2i§・23§～237←27き頁。

エンゲルス（鴛47～磐〉4鱒・5総責．

　　　（璽875〉2台～溢貫は、共産主義毅購と桂会主義段曝を鼠霧



マルクス・エンゲルスの罫趨毒一農村ま譲に麗する考察（浅野懐一〉

　　興産主義鮭会も、「各人はその能力に応じて、各人にはその必要に応じて1∫で

　　あり、いわば各人の韓盤i・差異は当然の前縫とみなされている。廃盤され・るの

　　は、分業への隷霧、精神労働と肉体労働の対立であ翫人間を含む褻然の多様

　　姓・騒牲に基づく分業そのものではない。

（§7〉　近代化論的疑点が蒋に畷確な認違として、エンゲルス（i872～73〉2鴛～2欝

　　頁、　錘奪　（至876～78〉　3《）4～3｛菱3頁。

　　馨をラティフンディウム、そして封建難度に鰻ってr都毒に繋する農耕の支

　　灘3と表愛している。畜殺共隷舗・葺一マ帝覆に関しては、必ずしも「都市と

　　農村の麟立蓬という認知梓は存しない。

　　　エンゲルス（露8勇i艇～緯5頁．

　　　エンゲルス（i884〉警護～算5頁。

　　　エンゲルス（鰺92〉276頁。

　　　浅野（欝欝〉第i章．

　　　エンゲルス（望8§2〉284資。

（鎚〉　エンゲルス（露82〉326蚕。

（69〉　エンゲルス（盤84）蔦9～露4・蔦7頁。

（7癖　なお、エンゲルス（醤77〉63§頁隷、書代の葉越講を罫農耕都議」、ローマ帝

（7葺

（72）

〔73〉

（74）

（75｝

　　　　　　　　　　　　　　　《文献蓉録》

＊M瓢マルクス、建＝エンゲルス。（　）は大月書窟版全集の巻を示す。

（達）マルクス・エンゲルス：都毒と農村ISta嶺懸δLa磁）に直接霞及している文

　獣．

　ζ第至難　懲43～欝47年…

　　E（欝襲）「イギサスの駅態（イギ琴スの憲法〉」工844年9月鱗馨轡（第i巻〉

　　ε（欝菊壌／rイギ夢スにおける労簿者隊綴の献態ま（i8菊年3月蔦渥専文

　　　　　　馨蓉〉（第2巻〉

　　E（縦5赫rエノレバーフ”トに隷ナる2つの演論（i8縷5年2月8瞬こ講

　　　　　　演）（第2巻〉

　　M・鷺（露45～蓬ε〉rフ藩イエルバツハ」郵ドイツ・イデオロギー叢（聡薦～蕊

　　　　　　　　　　　　　　　　一5i一



　　　　　　　　　行政歓会譲葉　第稔巻　第尊号

　　　　年に執筆〉（第3誉〉

　　　　渋谷菱織・訳『草稿完全復元版ドイツ・イデオ駿ギ一書新舞奉鐡版

　　　　　　桂i弱8年

M（達蟹6／「アンネン章フヘの手紙3（鰺妬年鴛鴦28鋤／第畦巻・第27巻／

醗（鰺薦～47）「哲学の貧簸（鰺妬～糞年1（第畦巻〉（ただし、L銀経ではな

　　　　く、“c我盤夢a蓼簸をs”）

E（鴛47｝罫共産主義の漂軍勢（捻47年欝肩下侮からii．騒にかけて執筆〉（第4

　　　　巻／

醗畷3α8薮～護8）「共産党宣嘗まくi艇7年詑霧～露48年i肩に執筆1（第蓬誉〉

ξ第2期　　i8護9～i8？i彗三…

簸（i84鱗rライン罠孟見地琶委員会にたいする誘訟達韓8謹黎年2月25鐸赫〉（第

　　　　6巻〉

M（欝溌～52）「ルイ・ボナパルトのブ貸ユメール欝鞠（鰺溌年鷺月からi852

　　　　年3湾までに執筆〉（第8巻）

醗〔i852嘱〉「イギ肇スの選挙一トージー党とウィッグ党ま（i852年8月欝蕪付、

　　　　建52隼8月6無縁記事〉（第8巻〉

M（盤52一瞬薪選挙の結果≦（i852年9，醗i欝欝、鰺52年8鍔27露盤記事）（第

　　　　8巻〉

簸（i853／「強麟移艮一コシュートとマッツィー二一亡命者幾題一イギ夢スの

　　　　買駿選挙一コブデン氏」（鰺53年3月22韓替、総53年3月濃馨付記

　　　　　事／（第8巻〉

醗（董857）ヂ〔経済学撹霧への〕淳論（鰺57年8月末から§鐸なかぽまでに執

　　　　筆〉（第捻巻〉

簸（i8辞～58）罫経済学撹戦要綱（玉857～58年に執筆〉（大湾書窓版〉

M（i858～59）郵経済学撰肇1達（i858年8層～59年i月までに執筆1（第欝巻〉

醗（鴛硯～63）磯余懸盤に翳する諸学議（『麹余儀魑学説史遷｝三（i862年望月

　　　　～董8ε3年7丹毒こ執筆〉　（第：～6巻｛2辱

麓（建67〉匿資本論　第i拳匪（欝67年鷺〉（第23巻（鎌購

厳（欝§3～67〉r資本論　第3巻∫（第25巻｛欝

ε（i8ε8〉曙資本論書第i巻鰯劉∫（i868年に執筆〉（第篤巻1

醗縫87聾新羅フランスにおける内毒羅第i草稿」（董87i年違～5月に執筆〉

　　　　　　　　　　　　　　一52一



マルクス・エンゲルスの曝毒一農柚隷こ麗する考察（浅野懐一／

　　　　　　（算賀巻〉

　ξ第3蟻　毘72～懲懲年彊

　　鷺（ま872～73〉駐宅問題第i簸（i872年5薄か鑓873年工月までに執勤

　　　　　　（第鰺巻〉

　　E（鰺76～78〉rオイゲン・デュー夢ング氏の科学の変革茎（捻？6年9月から

　　　　　　鰺78年6湾までに執筆）（第2§巻〉

　　ε（i877／r販デュー婆ング論至のための資料／絞デュー夢ング論オのた

　　　　　　めのエンゲルスの準備労搾から∫（盤77年執筆）（第器巻〉

　　醗（鰺79～8螢「アードルフ・ヴァーーグナ一著郵経済学教科叢雲への鋳涯」

　　　　　　（i8薄葬後楽から醤鎗年葺月までに執筆〉（第欝拳〉

　　E（捲82〉ダ小懸子『空想から科学への縫会主義の発展選のためにエンゲルス

　　　　　　ぶ阪デュー登ング講書のテキストにおこなった補疑と変更≦（建82

　　　　　　年に肉離て執筆／（第2§巻／

　　鷺（建83）匿工一ドゥアルト・ベルンシュタインヘの手紙匪（鰺83年2月27鋤

　　　　　　（第35巻〉

　　ε（i88媛〉r家族、私有財産および醗家の趨漁（董884年3月末から5月2醸ま

　　　　　　でに執筆〉（第2i巻〉

　　盆（鰺§3／ドル一一ドルフ・マイアーへの手紙達（綿93年7月ig鱒（第39巻／

轡　マルクス・エンゲルス1その飽、経連・引馬・参照捲示文献

　　ε（i綴3／「ロンドンだよ街（盤43年5擁23鱗勢（第i巻〉

　　M（i綴7）罫賃金善（i綴7年捻層末に執筆〉（第6巻〉

　　灘（i855〉「フランスとイギ琴スにおける見通し」韓855年塁月27舞付、鰺55年

　　　　　　遵撰i膿琶記事〉（第ii巻｝

　　麓（鰺58／「エンゲルスヘの手紙」（露58年護弩2購（第29巻〉

　　M韓87§〉fゴータ綱領摂1事瞬　（i875年逢薄から5月務めまでに執筆〉（第簿巻〉

　　£（欝82〉「マルクま（露82年9鳶半ばから舞舞半ぱまでに執筆｝（第露巻〉

　　2（鰺§2）曜イギ夢スにおける労傷者躇綴の紫懸避イギサス蔽（落盤年〉への

　　　　　　序文」（綿§2年瞬執筆）（第22巻）

麟　その縫、弓糊・参蕪捲示文献

　　浅野模一（懲93〉『盤雰歓会変動と慮稼・移渓労醗の後会選蘇遂大学教育鐵蔽

　　小内透（欝9構ぎ戦後黎本の地域縫会変動と難域桂会類型薄葉儒堂

　　　　　　　　　　　　　　　一53一



行政縫会詮集　第鴛巻　第縫帯

重森曉鱒8i〉『地域と労働の経済礫灘鳶本番店

島麟稔（欝69〉「蕎帯歓会醗究の方法」島麟捻・詑鏡鐙書影幾代藝本の都露琶

　　　　会選三…書房

島麟稔〔欝76〉「戦後嚢本の《都毒と農村》に絶する基本複角∫露治体調題暴

　　　　究辮編ゼ地竣と轟治鉢選第4集

島綺稔（欝78〉「総論　戦後舞本の薬毒と農醤ま島縞稔癒蓼現代舞本の都毒と

　　　　農津軽大月書籍

杉原聾鋸鰹纏（婚95〉ぎエンゲルスと現代垂鶴茶の水書房

宮本憲一・中耕織治躯絶続（欝9劔『地域経済学選蕎斐霞ブックス

森濠縫一郎・島綺毯（欝78〉「現代資承主義の竜機としての地裁霧題∫由編鐘

　　　　編ぎ場代嚢本の薬毒スプロール縫題上巻曇大月書籍

追記1筆者は、大学続生時代、故帯施鉄治詑海道大学名誉教授を参一ダーとす

　　　る醗究会において、中江聾男教授から様々な御揖導をいただいた。讐に

　　　郵資本論至やゼドイツ・イデオβギー選のゼミナール、及び、譲毒・農

　　　村での実態調査を還して、中江教授から多くを学んだ．本論文のテーマ

　　　は、これらと直結している。ここに改めて中江教授に深謝したい。
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