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抗日戦争前の上海・南京地域の社会学についての回顧

呉 沢 霖　著  
星 　 明　訳

〔訳者まえがき〕
本稿は，呉沢霖 （1）の「憶抗戦前滬寧一帯的社会学」 （2）（抗日戦争前の上海・南京地域

の社会学についての回顧）を全訳したものである。なお，この呉沢霖の論稿は，1983

年の『社会』 （3）（第 4 期）に「抗日戦争前の上海・南京地域の社会学の発展についての

回顧」（憶抗戦前滬寧一帯社会学的発展）として掲載されているが，タイトル，構成，

記述内容が部分的に改訂されているだけであるので，この訳稿では 1981 年のものを

訳出した。

章人英は『中国大百科全書・社会学』のなかで，「…呉沢霖は社会学を民族学，人

類学と結びつけて，社会現象に対して学際的な研究を行なった。30 年代のはじめ，

かれは『現代種族』のなかで，直ちに中国の人口過剰の危機を予想し，民族の資質を

向上させることを主張した。…かれが書いた『社会約制』（社会統制）は中国で最初

に社会統制の問題を専門的に論じた社会学の著作である」 （4）と述べている。

呉沢霖は 1958 年の反右派闘争期には潘光旦，黄現璠，呉文藻，費孝通とともに中

国人類学，民族学界著名五大右派の一人とされた （5）。実際，呉沢霖は 1958 年から

1980 年代にその一部が是正されるまで，一家が離散し肉親を失うなど不公正で，不

幸な目にあった （6）。これらのことについて，章はいずれも一切の記述していない。こ

のように学術書においても，反右派闘争期，文化大革命期に中国共産党の誤った政策

によって迫害を受けた人びと，中国共産党に対抗した思想と行動を行なった人びとに

関しては，当時批判の矢面にした文章は除いて （7），記述がないことがあるし，またあっ

たとしてもその記述箇所のみが削除されていることもある。

呉は日本へは 1922 年，1929 年そして 1979 年の 3 回訪日している。1922 年，1929

年には長崎，大阪，横浜で石炭を荷揚げする男女の港湾労働者をみたことを述べてい

る （8）。1979 年の訪日は，中国社会科学院中日友好訪問団員として，日本で学術交流を

行なっている （9）。その交流の成果である「従社会学的角度看今天的日本」（社会学の

観点からみた現在の日本） （10）（1982）は資料 1 として訳出して，後掲した。

わたしは 1927 年 （11）（ママ）に帰国してから抗日戦争がはじまった 1937 年まで，ずっと上海で

教育と研究に携わってきたので，講習班の同志にその時の上海一帯の社会学の情況をみなさん



抗日戦争前の上海・南京地域の社会学についての回顧（呉 沢 霖・星　　明）

― 64 ―

に話すことを頼まれた。わたしのような 80 歳

を超えた人間が，40 年あまり経ったことを思

いだすのはどうしても多少困難があり，記憶し

ていることは完全無欠で，確実であるはずがな

い。しかし，断片的で，不完全であるけれども，

よしんば一端だけであっても，将来，中国の社

会学史を整理することに対して，少なくとも，

いくらかの手がかりを提供できる。

1903 年に，すでに厳復が翻訳したスペンサー

の社会学の名著『群学肄言』が出版されていた。

訳文が深遠だったために，幅広く知識界のなか

でそれほど注目を引くことはなかった。当時，

日本語から訳された何冊かの社会学の本もあっ

たが，発行数は多くなく，多くのひとの注意を

引き付けることはなかった。わたし自身および

なん人かの同窓，同じ分野の潘光旦，呉景超ら

のようなひとは，だれも社会学の訳書を十二分

に読むことによって，影響を受けたものでも，

この学問を専攻したものでもない。呉景超はもともと経済学を学ぶつもりであったし，潘光旦

は生物学を学ぼうとしていたし，わたしは農学を学ぼうと思っていた。1917 年，清華に一人

のアメリカの教員 C.G. Dittmar （12）がやってきて，社会学と社会の起源という科目を開設した。

わたしたちは，次々とこれらの教科を学び，たいへん新鮮さを感じ，興味をもった。わたしは

アメリカに到着後，社会学が大学のなかでもとても「流行」していることに気付き，そこで社

会学部に入学することに決めた。しかし当時の中国人留学生のなかで，社会学を専攻するひと

は他の学科の人数に較べてさほど多くはなかった。

1920 年代の上海は，社会情勢が動揺する場所であった。そこには帝国主義が占領している

租界があり，さまざまな勢力はある程度，中国の統治者と外国の統治者の対立を利用して活動

することができた。20 年代から，共産党の地下組織や一部の進歩的な青年がそこで非常に活

躍していた。民族の民主運動がまさに発展しつつあった。瞿秋白同志をリーダーとするなんに

んかが上海大学のなかに社会学部を設置した。そこと労働大学のなかに，課程を設けることを

とおして，社会主義を宣伝し，マルクス＝レーニン主義の影響を拡大して，多くの進歩的な青

年の革命の高まりを引き起こした。1927 年，蔣介石が革命を裏切ったために，進歩勢力は挫

折した。古い勢力，古い伝統がまた勢いを盛りかえしてきて，過激な社会思想は抑圧から免れ

ることができなかった。上海はただ中国の縮図にすぎない。半封建半植民地の支配階級はこの

『社会学通訊』（1981 年，第 2 期）
雑誌名の下部に，「内部刊物　注意保存」の記載があ
るが，訳者は中国の古書店で購入することができた。
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ような不穏な局面に直面して，外観を飾りつくろうために，取り繕いを必要とした。かれらは

改良主義を特徴とするブルジョア社会学が自分たちの好みに合うことに気づいた。それゆえ，

欧米から仕入れてきた社会学が一定の発展をすることができた。

上海でもっとも早く社会学の課程を開設したのは，一部の教会学校である。清光緒 34 年

（1908）に，聖公会の聖約翰大学（St. John’s University）には，社会学を教えるアメリカ人が

一人いた。バプテスト教会の滬江大学は 1913 年から，アメリカのブラウン大学の若干の社会

学者によって講義および社会調査の指導が行なわれた。復旦大学は，1921 年に社会学課程を

設けることに着手し，1925 年になって学部を設置した。まもなく大夏大学と光華大学が上海

で創立されて，1927 年に前後して社会学部を設置した。南京では，中央大学がその前身の南

京高等師範の時期にはすでに社会学の課程があったが，1928 年になって社会学部が設置され

た。金陵大学と金陵女子大学はもう少し早く設置されていたかもしれない。これ以外に，蘇州

の東呉大学，杭州の之江大学そして無錫の社会教育学院が，その時いずれも社会学の課程を設

けていたが，開設の時期ははっきりおぼえていない。

20，30 年代に上海・南京のいくつかの地区で社会学の教育と研究および社会活動に携わっ

た人びとは，少数のアメリカ人，ドイツに留学した柯象峰，日本に留学した李剣華，イギリス

に留学した肖純錦らを除けば，当時南京の孫本文，胡鑑民，龍冠海，呉景超，楊開道，上海の

応成一，言心哲，範定九，銭振亜，潘光旦，張少微，張鏡子，毛起鵔，蘇州の朱亦松らはいず

れもアメリカの社会学思想の影響を強く受けていた。当時，アメリカの社会学は，第一世界大

戦後にアメリカにあらわれた多くの社会問題の挑戦に直面し，社会学が前もって重点とした社

会発展や社会理論に関する研究から抜けだして，具体的な社会現象に対する調査や分析に方向

を変えつつあった。大学のなかでは，シカゴ大学を代表として，徐々に新たな教育・研究モデ

ルを模索して，社会学の教育・研究内容を三つの重点に分けた。

第一の重点は，たとえば人口過剰，農村の零落，都市の膨張，犯罪，人種の矛盾などの諸々

の具体的な社会問題の発生および拡大をいかにして処理し，解決するかを研究することである。

第二の重点は，研究方法のうえで，客観的調査を主観的な構想に取って代え，統計的方法を

使用し，数的な証拠を憶測に取って代えることを意図し，できるだけ社会学が哲学の範疇から

抜けでて，科学の隊列に組み入れることに務めることである。

第三の重点は，社会学の目的性を完成させることを保証しようとすることである。社会学は

社会改革のために奉仕するものであり，社会改革は結局のところ必ず大衆をとおして実現され

るが，その間には必ず矛盾が生まれ，曲折があらわれる。社会心理の研究はこの社会過程を理

解し，具体的にあらわすことに役立つ。一定期間の模索を経て，アメリカの大学の社会学部の

カリキュラム構成は，もとどおり一部分の理論科目を残しておくことを除いて，基本的に社会

問題，社会調査，社会心理の三角モデルに基づいて組まれたものである。社会学のこういった

実用主義的な観点は当時のアメリカ社会の需要に非常に適合していた。新進の学問として，社
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会学は，結局ごく短い数年のうちに，他の姉妹社会科学を凌駕することができたが，その原因

はここにあった。アメリカのケースは唯一のものではなく，そのほかに同じケースもある，中

国でも社会学が導入された後，歓迎され，数年もしないうちに，課程が設置され，学部がつく

られ，翻訳書が次から次へとでて，実地調査が大がかりに行なわれ，学会が組織された。大学

のなかには，学生数が増えたところもあった。

社会調査については，規模が大きく，期間がながく，情況を深く調査，分析する試みは，金

陵大学の蕪湖付近の農家の生活調査以外に，上海では数はいくらもない。キリスト教の男女青

年会はいずれも小規模な労働者生計調査やその他のいくつかの社会調査を実施していた。1926

年，アメリカの義和団事件賠償金（庚子賠款）の一部返還金によって援助された中華教育文化

基金理事会が陶孟和を上海に派遣し，上海職工生計研究会と協力して，上海工場労働者家族に

ついての調査を試験的に実施した。2 か月間のサンプル調査を踏まえて，2 年目に実施を拡大

するつもりであったが，上海で戦争が起こったために，まだ実現していない。1931 年，長江

の洪水で，湖南省，湖北省，江西省，安徽省，江蘇省などの省がひどい被害にあった。南京政

府はアメリカから綿麦借款 450 万ドルを得て，救済に当て，章元善をリーダーとする華洋義賑

会の一部のひとが上海に出向し，仕事を管轄した。救済の業務は三つに分かれる。一つ目は差

し迫った救済で救命を中心とし，二つ目は堤防を固め，道路を補修する工事で救済する，救済

物資の代わりに仕事を与えること，三つ目は農村の救済であり，そのねらいは農村の復活にあ

る。救済を実施する時，いずれも大量の調査を行なった。残念ながら時局が緊迫していた。日

本が上海を侵略する第 1 次上海事変が勃発したため，事後，調査資料の整理がなされていない。

このほか，上海の一部の大学では，教育と研究を結びつけるために，学生が一定規模で行なう

社会調査も企画した。滬江大学は 1917 年に大学近くの楊樹浦に工場労働者の福祉サービスの

ための機構「滬東公社」 （13）を創設した後に，労働者の生活についていくつかの断片的な調査を

継続して行なった。1922 年に，かれらは瀋家行で比較的大規模な調査を行なった。また，大

夏大学も 1932 年に上海郊外の望亭鎮で労働者の生活調査を行ない，調査結果はすべて刊行物

で発表されている。当時，南京政府の中央研究院の上海の機構も上海市の社会調査計画を，王

際昌を責任者として立案していた。王はかつてアメリカのシカゴ大学に留学しており，シカゴ

大学の調査モデルを当てはめて進めようとしていた。しかしかれは成果をみることなく，夭折

してしまった。

社会学がその当時，人目を引いたわけは，主に社会学がいくつかの社会問題およびこれらの

問題に対していくつかの見解を提出したからである。当時，上海と南京の社会学界のもっとも

多くの人たちが討論していたのは人口問題であった。陳長蘅，孫本文，柯象峰，呉景超，潘光

旦らやわたしはみんな若干の著述があり，中国の人口過剰と中国人の資質の問題の重大性を指

摘して，社会学界のこれらの問題に対するほぼ一致した見解を表明した。当時また，一部の社

会学者は，わたしもこのなかにはいるが，若干の医者，女性従事者と絶えずグループで話し合
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いをもち，意見を交わし，産児制限を広報，奨励し，かつまたいくつかの医院内に産児制限の

コンサルティング指導組織を創設することを具体的に計画した。『華厳』週刊にこれらの意見

を発表後，全国各地から次々と賛同を示す手紙が寄せられた。上海は工業都市であり，当時労

働者の労働条件の劣悪さは非常に際立っていた。当時の国際連盟労働局に勤めていた程海峰お

よび祝世康，李剣華らの労働者問題に関する著作，および同労働局主編の『労働月報』なかの

報道記事や論述があり，少なくとも人びとが労働問題を重要視することに役立った。このほか

に，金陵大学や楊開道，言心哲らの農村地区の調査および農村問題に対する著作，厳景耀の犯

罪問題についての研究と上海の刑務所についての調査，および潘光旦執筆の婚姻問題などはい

ずれも当時の社会のこれらの社会問題に対する注意と討論を促進した。

旧中国で，上海は出版界の中心であった。全国最大の出版社，たとえば商務，中華，世界，

開明，正中などの書店の本部はすべて上海にあった。上海で出版された全国の社会学の訳著が

数からみて必然的に最多であった。観点についていえば，いうまでもなく大多数はブルジョア

社会学に属し，そのなかには大学専用の教科書も，高校あるいは師範学校用の教科書もある。

残りのものはほとんどいくつかの社会問題の専門書，たとえば人口問題，労働問題，貧困問題，

女性問題，家族問題，婚姻問題，農村問題，都市問題などである。このほかに，少数のマルク

ス主義の観点のもの，たとえば，李達の『社会学大綱』や日本語から訳されたものがあり，書

名は『社会学』となっていたが，しかしその内容は社会主義を宣伝する書籍であった。王礼錫，

胡秋原主編で，神州国光社から出版の 3 冊の『社会史論戦』は，当時大勢のひとが嘱目する社

会政治思想に関する大論戦であった。20 年代後期，国民党は書籍と刊行物に対するチェック

を強化し，およそマルクス＝レーニン主義に関係する訳著はいっそう出版が困難であった。た

とえば，李剣華の著書『社会学概論』は世界書局に手渡されて，印刷に回されたが，マルクス

＝レーニン主義を宣伝するとみなされたために，ついに出版できなかった。社会学関連の専門

論文については，東南社会学会および中国社会学社編の『社会学刊』への発表のもの以外には，

通常，商務出版の『東方雑誌』，中華書局出版の『新中華』，新月出版の『新月』に発表したも

のがあった。当時，上海の各日刊新聞はすべて毎週刊の学術的な週刊をもっており，なかでも

『時事新報』の文芸・学芸欄の「学灯」にはよく社会学や社会問題の文章が掲載された。

一方で，学問の研鑚および教育と研究の経験の交流のために，ならびに全国的な社会学会を

組織するための条件をつくるために，他方でまたアメリカ社会学会の組織にならって，南京の

孫本文，呉景超らと上海の銭振亜，應成一およびわたしとが共同で地域的な社会学会を組織す

ることを呼びかけた。この提案は上海と南京などの社会学界の人びとの熱烈な支持を受けた。

1928 年，東南社会学会 （14）が上海で成立を宣言し，以後毎年各地で一度年会を開催することを

決定し，学術論文を発表した。そして編集委員を選出して，定期刊行物を創刊することを決定

した。多方面の努力を経て，『社会学刊』と称する季刊が，ついに東南社会学会編で，1929 年

に世界書局から印刷，出版された。
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東南社会学会の成立後 2 年目に，陶孟和，許仕廉らが北京でも社会学会を組織した。その後，

南北の二つの社会学機構が事前の協議を経て，ついに 1930 年に全国的な中国社会学社が合併

し，結成された。また 2 月には上海で第 1 回の年次大会 （15）（ママ）が開催された。燕京大学，中

央大学，金陵大学，金陵女子大学および上海の滬江，復旦，大夏，光華などの大学の教師，学

生からすべて代表の参加があった。開会式で，北京大学学長の蔡元培が「社会学と民族学」と

題する報告を行ない，会場では 10 数編の論文が発表され，前後して『社会学刊』に掲載された。

中国社会学社が成立すると，以前の二つの地区の学会は直ちに解散し，刊行物もすぐさま新た

な編集委員会の編集に引き継がれ，年次大会は上海，北京，南京で順番に開催された。これら

のすべての比較的順調な活動は抗日戦争の勃発までであって，その後にすべて中断した。わた

しもその時，上海を離れていて，以後そこでの情況は自分の目でみておらず，あまりわかって

いない （16）。

時代と階級の限界性によって，改良主義的なブルジョア社会学が中国の社会主義革命に対し

て有益な貢献をなし得なかった。したがって，詳細に論評，紹介を加える価値がないと思って

いる。わたしのこれらの断片的な記憶はただわたしの少しばかりの自らの体験といくつかの歴

史的事実を反映したものであり，ご出席のみなさんの参考に供した次第である。

みなさんの貴重な時間をつぶしてしまい，ただお詫びをするばかりです。

〔訳者注〕
（1）  呉沢霖（1898~1990）は，1979 年 3 月 20 日，福武直が組織した社会学者訪中団メンバーと会談し

た際に，中国側から出席した二人のうちの一人である。他の一人は費孝通である（福武直，1979，「中
国の社会学とその復活」『社会学評論』，第 30 巻第 2 号，日本社会学会，p.63~65 および福武直編，
1979，『現代化中国の旅－社会学者訪中団報告－』，東京大学出版会，p.192~197）。1958 年，呉沢
霖は誤って右派とされ，人類学と民族学界の著名右派 5 人の一人であった（他の 4 名は潘光旦，黄
現璠，呉文藻，費孝通である )。

（2）  呉沢霖，1981，「憶抗戦前滬寧一帯的社会学」（抗日戦争前の上海・南京地域の社会学についての回
顧）『社会学通訊』，第 2 期，中国社会学社，pp.27~29。抗日戦争の終わりは 1945 年 8 月 15 日とす
るのが一般的だが，起点については大別して 1931 年 9 月 18 日の柳条湖事件とするか，1937 年 7
月 7 日の盧溝橋事件とするかの二通りがある（安井三吉，1999，「日中戦争」，天児慧ほか編『岩波
現代中国辞典』，岩波書店，pp.993~994）。呉沢霖の回顧のタイトルにある「抗戦前」は，1937 年 7
月の盧溝橋事件，より直接には同年 8 月の第 2 次上海事変がその時になるであろう。呉は，本訳稿
にあるように，1937 年大夏大学の一部の教員，学生とともに上海を離れて，貴州省の省都貴陽に
移動した。

（3）  『社会』（Chinese Journal of Sociology）は，上海大学で 1981 年 10 月に創刊され，1979 年に中国で
社会学が回復してから全国で最初に刊行された社会学の専門雑誌である。2017 年 8 月現在，2005
年の 25 巻 1 期から 2017 年の 37 巻 3 期まで，ネット上でみることができる（http://www.society.
shu.edu.cn/CN/article/showTenYearOldVolumn.do）。

（4）  章人英，1991，「呉沢霖」，中国大百科全書総編輯委員会・社会学編輯委員会，『中国大百科全書・
社会学』，中国大百科全書出版，p.425。
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（5）  https://baike.baidu.com/item/ 右派分子。
（6）  http://baike.sogou.com/v539739.htm
（7）  科学出版社編輯部，1958，『反対資産階級社会科学復辟―中国科学院招開的社会科学界反右派闘争

座談会発言集―』，科学出版社。この書のなかで，社会学はブルジョアの学問だと批判されて，社
会学者では費孝通，呉景超，陳達，李景漢らの論述，社会調査などが批判されている。

（8）  呉沢霖，1982，「従社会学的角度看今天的日本」（社会学の観点からみた現在の日本）『社会』，1 期，
上海大学，p.54。

（9）  https://baike.baidu.com/item/ 吴泽霖。
（10）  呉沢霖，1982，前掲論文，pp.54~61。
（11）  呉沢霖自身は帰国した年を 1927 年と述べているが，うえの注 5，6，7，9 の資料ではいずれも

1928 年としているし，また中国人類学民族学研究会のウェブサイトでも 1928 年としている（http://
www.cuaes.org/scholar.htm）。

（12）   Dittmar, C.G.1918, “An Estimate of the Standard of Living in China”, The Quarterly Journal of 
Economics, vol.33, November. pp.107~128. ただし，ここでは閻明，2004，『一門学科与一個時代―
社会学在中国』，清華大学出版社，p.18 から再引用。

（13）  滬東公社は Yangtsepoo Social Center とも，East Shanghai Community ともいう。その設立の背景，
組織活動については星明，1995，『台湾と中国の社会学史』，行路社，pp.70~72 の「滬東公社の活動」
を参照されたし。

（14）  東南社会学会は 1928 年 10 月 29 日に，主に上海および南京の大学の社会学教授たちによって正式
に創立された（1929，「東南社会学会紀事　組織経過」『社会学刊』，第 1 巻第 1 期，東南社会学会，p.1）。
その後，1930 年 2 月 8 日に全国規模の学会に改組され，団体名も中国社会学社に改名した（1930，「中
国社会学社成立会記」『社会学刊』，第 1 巻第 4 期，東南社会学会，p.1）。

（15）  呉沢霖は「（1930 年）2 月には上海で第 1 回の年会が開催された」と記しているが，実際は第 1 回
年会ではなく，成立会である。ここで 1930 年 2 月に開催されたとしているのは中国社会学社成立
会であり，会場は上海四川路青年会であって，実際には第 1 回の年会は 1930 年 12 月 29 日に南京
の中央大学科学館致知堂での開会式からはじまり，会務報告の後，29 日午後から 31 日の正午まで
研究報告がなされている（中国 社会学社第 1 回年会記事のなかの「開会情形」，1931，『社会学刊』，
第 2 巻第 3 期，中国社会学社，pp.1~5）。なお，中国社会学社の成立大会と第 1 回年会は，往々に
して同じものと記述されているが，まったく別のものである。すなわち，成立大会は 1930 年 2 月 8，
9 日の両日，上海四川路青年会で開催され（「中国社会学社成立会記」，1930 年 9 月，『社会学刊』，
第 1 巻第 4 期，東南社会学会，pp.1~2 を参照のこと）， そして第 1 回年会は 1930 年 12 月 12 月 29
日午前 9 時から 31 日正午まで，南京の中央大学で開催 されているからである（「中国社会学社第
1 次年会記事」，1931，『社会学刊』，第 2 巻第 3 期，中国社会学社，pp.1~7 を参照のこと）。

（16）  呉沢霖は，1937 年の抗日戦争勃発後，大夏大学の一部の教員，学生ととともに内陸部の貴州省貴
陽に移動した（「資料 2　呉沢霖（1898 ～ 1990）略歴・著作」を参照のこと）。
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資料 1 呉沢霖著・星明訳，「従社会学的角度看今天的日本」（社会学の観点からみた現在の日本）

日本の明治維新以後の政策は，一貫して中国の統治，東アジアの制覇，最後に世界を三つに分ける
ことであった。日本は中日戦争，日露戦争を起こし，第一次世界大戦に参戦し，九・一八事件と七・
七事件を起こし，第二次世界大戦に参戦したことはすべてこの目的を達成するためであった。第二次
世界大戦の直前，日本はすでに当時の軍事大国の列にあって，陸軍はすでに 5 大強国の一つと認めら
れていたが，やはりイギリス，アメリカ，ドイツ，フランスのあとに甘んじていた。海軍はイギリス，
アメリカと三強と併称されたが，しかし協定によって，船舶数は 5，5，3 の比率でしか所有すること
ができなかった。

国民経済の発展も比較的早かった。重工業，とくに軍事産業はすでにその当時の先進レベルに達し
ていた。軽工業製品も東南アジアに対してダンピングする余力があったが，しかしその当時の「日本
製品」は世界市場では「二流品」の代名詞に過ぎなかった。

科学技術の水準は，少なくともアジアでは第 1 位であった。東アジアの多くの国家が，中国もその
なかにはいるが，留学に多くの学生を派遣していた。しかし周知のように，その当時の日本の技術は
欧米，とりわけドイツから学んだものであり，自らの際立った新しいものはなく，したがって日本は
欧米から多少けなされた意味を帯びた「模倣のプロ」といわれた。

人びとの生活に至っては，とりわけ多くの農民，労働者は，天皇と軍閥を後ろ盾にした大地主，大
資本家の抑圧と剥奪のもとで，かつてきわめて苦しかった。1922 年，1929 年と，わたしは 2 度日本
へ行き，長崎，大阪，横浜で石炭を荷揚げする男女の港湾労働者をみたが，50 キロの重荷を背負い，
職工頭の監視下で背中じゅういっぱい汗を流しながら，駆けるように上り下りしていた。昼になると
すぐに，みんなはめいめい場所を探し，黙ったまましゃがみ込む。もってきたご飯のうえに二，三匹
の塩干の小魚がのった弁当と一杯の水，これが昼食である。このような情景は，われわれがその時代
の半植民地の上海の黄浦江沿岸でみたものと大きな違いがない。たとえ中産階級だとしても，わたし
が受けた印象は飲食が質素で，服装は飾りっけがなく，住居は清潔であるけれども粗末であり，当時
の欧米の先進国の同じ階層と比べて，確実にその差は大きいということである。

総体的にいえば，第 2 次世界大戦の終結以前，日本は軍事的にはすでに強国であったけれども，や
はりまだ十分豊かな国家ではなかった。

第二次世界大戦中の敗北で，日本は壊滅的な打撃を受け，国家の経済は崩壊し，人びとは飢餓の縁
にあった。統治者は国内外の圧力のもとで，国策をほかに立てざるを得なかった。かれらは痛ましい
教訓をくみ取り，決して再び軍国主義の古い道を歩むことはできないことをみとどけ，そこで新たな
国策を制定した。すなわち，農業の振興，工業の発展，そして最後に経済的超大国に躍進するという
三つの発展段階である。

この国策を体現する時，かれらはまず農業を振興することに着手した。当時の政府は，連合国軍最
高司令官総司令部 (GHQ) を後ろ盾にして，山林以外の農地を安価で農民に掛売し，耕す者に田畑を
与え，かつ米を高値で買い上げる政策を実行した。その結果，数年をまたず，米の生産量が大きく増
加し，全国では自給可能なだけではなく，そのうえ余りもあり，農業経済は迅速に繁栄がみられた。
1975 年に，農民の生活は 3.1 倍に向上した。

工業面では，かれらは農業が少し活気づくと，すぐにアメリカ資本の育成のもとで，発展に力を入
れて取り組み，1950 年にはすでに戦前の水準を回復し，1955 年から 1972 年までに国民総生産は平均
して実質 9.7% 増加した。1973 年の経済危機の後には，6~7% 下降した。1977 年には，日本の国民所
得は，人口平均で計算して，アメリカの 3 分の 2，つまりアメリカの 7,860 ドルに対して，日本は 4,887
ドルであった。今日の日本の国民総生産はアメリカに次ぐものである。かれらが期待をかけた経済大
国の隊列に入るという国策は，すでに実現し，この大きな任務に費やしたのはわずか 30 年であった。

この巨大な変化のなかで，日本にはどのような新たな問題があらわれたのか。ここで，そのいくつ
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かを簡単に述べたい。
第 1 に人口構造の変化である。明治時代，1 万人以上の都市の人口は全国の総人口のわずか 10%

を占めるに過ぎなかった。第二次世界大戦の後期に，軍事産業の発展によって，1 万人以上の都市の
人口は 40% に増加した。今日，人口はいっそう高度集中し，5 万人以上の都市の人口はついに全国
の 80% を占めている。わたしたちは東京から列車に乗り，名古屋，京都，大阪，神戸を経て，北九
州に行ったが，沿線で大きな農地を目にすることはとても少なかった，列車は一つ都市からトンネル
を通過するとまた別の都市ということがよくあった。東京と横浜の二つの大都市はすでに完全につな
がっており，まったく以前の都市の境界をみることはできなかった。わたしの調べたところでは，た
とえ東北の農村地域でも，すでに都市が倍増している。人口の高度集中は，産業化のプロセスのなか
の，人びとの意志によっては変わらない自然の現象である。日本はその他の産業国家と同様に，この
ために悩んでいながら，いくつかの方策を模索しているところであり，これによって生じたいくつか
の重大な社会的アンバランスな現象を解決するために，経験をつくろうとしている。

第 2 に人口構造の変化にともなって，次第に家族構造の変化が出現していることである。日本の伝
統的な構成は数世代の同居，長子相続，女性はいかなる権利もない大家族制であった。産業が発展し
て，長男以外の多くの子女が都市に引き入れられ，そのなかの一部のひとはそこで結婚し，別に居を
構えた。この家族は，女性運動の影響のもとで，次第に一組の夫婦と未婚の子女だけからなる，男女
ともに相続権をもつ「核家族」をつくっていった。農村では，人びとはやはり家族の土地を極力守っ
ており，そんなに分散しすぎることはなく，機械化に有利な農業にしている。しかし都市では，「核
家族」はすでに逆らうことのできない趨勢になっている。1975 年の調査によれば，大家族が 20.2%，「核
家族」は 63.9% を占め，単身家族は 13.5% である。家族構造の変化はこのことからわかる。

第 3 に階級情況の変化である。戦争が終結してまもなく，土地改革をとおして，地主は一つの階級
として二度と再び存在しなくなった。資産階級がもっか「繁栄」段階にある。労働者階級にも分化が
あらわれた。「ホワイトカラー」，「ブルーカラー」，大企業労働者，小企業労働者，長期工，短期工，
臨時工の思惑はそれぞれで違う。多くの労働者の家族は小さな商いを行ない，非常に多くの農民も近
隣の工場の労働者になっている。階級区分はすでに複雑化しており，労働者のなかには共属意識が欠
乏している。今日一般に，日本人は経済生活を基準にして個人の地位を断定しがちである。およそま
ずまずの暮らしをできるものは，すべて中産階級とされた。総理府の調査によれば，1960 年の中産
階級は全人口の 45% を占め，1970 年には 64% に上昇した。わたし達が多くの日本の友人と話し合っ
た時，あるひとは今日ではすでに 70% に達したといい，またすでに 80% に達したというひとさえいた。

このような階級構造のなかで，階級矛盾にも変化が生まれてきている。多くの大企業側は労働者の
階級意識をはっきりさせず，労働者階級の闘志を麻痺させ，それによって自己の利益を保証するため
に，誘惑的な二つの手法，ひとを迷わす二つのスローガンを用いた。一つ目のスローガンは「生産第
一，大きなパイをつくれば，みんなはたくさん食べることができる！」である。これはつまり民族の
利益は階級の利益より高く，みんなが一緒に生産を発展させるために努力すれば，労資双方にとって
好都合であるということである。これはワンランクうえの利益のために，自分の小さな利益を犠牲に
することは，過去に日本の統治階級が一途に提唱してきた天皇のために身を犠牲にするという伝統精
神に符合するものである。新日鉄に「0・0・1」というスローガンがある。最初の「0」は無事故の要
求，次の「0」は無公害の要求，最後の「1」は生産と製品で世界第一を目指してすすむという要求で
ある。労働者たちはスローガンを作業服に縫い込むことで，それを守っている。この目標を超えるた
めに，その他の考慮は自ずと従属的な位置に下げられる。

二つ目のスローガンは『会社と労働者は一家，ともに繁栄しよう』である。これは必然的に企業へ
の忠誠を育み，甘苦を共にする思想である。資本側は常々口にし，そのうえ実際には労働者本人およ
びその家族のために少なからず福利厚生を増加させた。したがって，企業を家とすることを喜び，仕
事に励む。それでは，企業は労働者のためにどのような福利厚生を提供したのか。試しにある企業の
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一人の大卒者で，30 歳過ぎの一般的な技術職の例をみてみよう。
 1， 職業に保障がある。昇給以外に，60 歳の定年まで仕事があり，定年時には，国の厚生年金以

外に，会社から退職金が支給される。その金額は定年一か月前の賃金，勤務年数，さらに在職
時の会社への貢献や職階に照らし合わせたうえで決まる。

 2， 1981 年の月給は 278,000 円（130 円は人民元で 1 元），月給は年々上昇し，この数年は一般に
約 6% 上昇（毎年同じではなく，多いことも少ないこともあり，労資双方が協議して決定する）。

 3， 月給以外に，6.5 か月の賞与があり，毎年，会社と労働組合との協議によってでる。7 月に 3
か月分，12 月に 3.5 か月分が支給される（各企業によって異なり，多いところでは 8 か月分が
支給されるところもある）。

 4， 会社で高利の貯蓄ができる。500 万円を限度として，年利 8% で，銀行と比べて利息が高いし（銀
行は 2 年定期で 6.5% である），そのうえ随時引きだすことができる。

 5， 割安な家賃。月給の約 3.3%（4 部屋でトイレ，浴室，車庫付き）。
 6， 住宅購入貯蓄。上述したことを利用し，会社の高い利息の貯蓄で，300 万円貯めれば，ただち

に住宅を購入するために会社で 1,000 万円借りることができる。この金額では当然不十分であ
り，一般的に銀行あるいは国民公庫から担保借金しなければならない（日本政府は近ごろ，国
民が低金利の融資で住宅を建てたり，新築や中古のマンションを購入することを援助している）。

 7， 健康保険。毎月，会社と本人がそれぞれ折半で支払い，本人は無料で医療を受けることができ
るし（ママ），家族の医療も補助を受けることができる。

 8， 共済会の融資。なにかあったばあい，車あるいは住宅設備を購入するばあいでさえも，借金で
きるし，利息は銀行より低い。

 9， 合理化の提案賞。どのような提案もすべて表彰される。この会社は 1979 年 5 月までに，300
万件余りの提案があり，すべて記念品が与えられた。さらに優秀者は褒賞された。かつて
15,000 円の奨励金を獲得したものがある。

10， 自由に自社株を買うことできる。毎月，1,000 円から数千円が月給から天引きされ，そして期
限に応じて配当を受けることができる。

11， 家具の代理購入。車，テレビ，洗濯機，冷蔵庫などの物品は会社によって代理購入されて，あ
とから本人が分割返済することができる。

12， 冠婚葬祭の度に，会社はすべて贈りものをして，配慮をみせる。こどもが生まれた時，5,000
円の商品券を贈る。会社は毎月 1 回正午に，その月生まれの労働者の誕生会を開催し，かれら
の誕生日を祝う。慶事，弔事ごとに会社は 5,000 円の商品券を贈る。

13， 通勤費。車での通勤者には，会社が自宅から会社までの距離におうじてガソリン代を提供し，
車をもたない者には定期券を代理購入する（ママ）。

14， 残業代。残業があれば，月給に加算して計算され，これが往々にして大きな収入になる。
欧米の資本家は労働者に賃金を支払う，かれの労働力を買うためである。現在，日本の企業主は賃

金以外に，大きく普及した福利厚生を加えており，かれらは労働者の労働力を買うだけでなく，また
労働者の家族のこころも買うのである。したがって，多くのひとは喜んで工場を家とし，生涯工場で
仕事に従事するのである。この生涯一つの会社という考えは，一方では資本家が利潤獲得のためにな
にがしかの福利厚生を惜しまずに施したことの結果を受けたものあり，他方ではその歴史的な起源が
ある。そのことは実際に，日本の封建時代の武士が二人の主人に仕えないという思想的土壌のなかで
培われたものの現代的な形式である。これは今日の日本の労資対立の程度を，アメリカのように尖鋭
にしない助けになっている。1977 年，ストライキによって，アメリカは 1 年に 3,500 万の労働日数を
損失したが，同年日本ではわずかに 150 万日の労働日数を失ったに過ぎない。ある著名な電気メーカー
の社長は自慢げに，かれの記憶のなかでは，かれの会社は 48 時間を超えるストライキはいまだかつ
てなかったと語った。日本の労働者は，定まった休日日数のほかに，ほとんど欠勤しない。さきごろ
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の報道によれば，前もって届けのない欠勤は大企業では平均して 1 年に 2 日程度であるが，アメリカ
では約 20% に達する。欠勤の生産に対する損失の影響は非常に大きい。工業先進国はこれにきわめ
て重大な注意を払うが，日本では，これはまだ問題になっていない。

第四に人びとの生活水準（とくに中産階級の生活）の倍増しの上昇。日本人の生活水準は，1947
年には中国侵略前と比べて半分に下がったが，1951 年には以前の水準に戻った。1957 年には，1.87
倍向上した，都市は 1.45 倍，農村は 3.1 倍上昇した。消費構造から考えたばあい，一人の労働者が支
出する食費と雑費が，かれの収入の何 % を占めているかということから，かれの生活水準の程度を
知ることができる。生活水準が高いほど，食費の比率は低く，雑費支出の比率が高い。逆に，生活水
準は低いほど，食費の比率は高く，雑費支出の比率が低い。下の表の数字から，明らかに 30 年来の
顕著な変化をみることができる。

表　1946 年から 1975 までの収入に占める生活費の推移（%）

年 食費 衣服費 光熱費 住居費 雑費
1946 66.7  9.5 4.8  4.7 14.4
1950 57.0 12.5 5.0  5.0 20.5
1960 41.6 12.1 5.1  8.9 32.3
1970 34.2 10.9 3.9 10.7 40.5
1975 32.0 10.5 4.0  9.7 43.8

変化は疑いなく大きい。一般の中産階級の生活水準をさらによく理解するために，一人の労働者と
一人の農民の具体的な情況を例にあげたい。
（1）名古屋豊和工業の 1 機械工，55 歳，勤続年数 19 年 3 か月，1979 年 5 月定年。同年 3 月本社の

請負工場に再就職。一昨年，中国に旅行したことがある。
本人の毎月の収入は 130,000 円，夏冬のボーナスは合わせて 250,000 円。毎月の給料は全額家計に

あてる。
妻，52 歳。生命保険会社の外勤，毎月の給料は 80,000 円，ほかに売上の配当が加算される。かのじょ

の支出は次のとおりである。
交通費　　　 8,000 円  保険費　　25,000 円
昼食費　　　10,000 円  被服費　　 8,000 円
接待費　　　20,000 円  その他　　 9,000 円

息子，32 歳（未婚），電話局電気修理工，毎月の給料は 100,000 円（保険料天引き済み），毎月の支
出は次のとおりである。

ガソリン代　 8,000 円  家計費負担　　　　　10,000 円
本代　　　　 3,000 円  昼食，交際，娯楽費　50,000 円
社会党費　　 3,000 円  その他　　　　　　　 5,000 円

娘，27 歳（未婚），電話交換手，毎月の給料は 80,000 円。毎月の支出は次のとおり。
昼食代　　　10,000 円  貯金　　　30,000 円
被服費　　　35,000 円  娯楽費　　 5,000 円

われわれがみた耐久消費財は次のとおりである。
カラーテレビ 3 台，ミキサー 1 台，電気冷蔵庫 1 台，電気炊飯器 1 台，ステレオ 1 台，衣装タンス

2 棹，電気オーブン 1 台，軽自動車 1 台，洗濯機 1 台。住居面積 37.6 平米。
（2）北九州の 1 中層農民，もとは都市の労働者であるが，一家にすでに 80 歳過ぎの祖母がいて，

両親もだんだん歳をとり，本人は長男であるので，伝統的な家族観念の影響もあって，数年前に実家
にもどって農業に従事した。妻と全員が学齢期のこどもが 3 人ある。一家には 20 数畝の畑がある。
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かれが主な労働力であり，妻と祖父母も手伝っている。かれの話によれば，昨年は 4 年に一度の悪天
候によって，収穫はよくなく，元もとれなかった。年収は 780 万円で，種，肥料，水，電気，燃料な
どのコストの合計 540 万円を除くと，利益は 244 万円であり（ママ），家計にも足らず，貯金をとり
くずしている。7，8 の部屋数（トイレ，浴室を含む）があり，家の前には相当大きな庭がある。主
な生産機械はトラクター 3 台，トラック 1 輌，ポンプ 1 台，耕運機 2 台，小型トラック 1 輌，オート
バイ 1 台である。

われわれがみた主要な生活道具は車 1 台，掃除機 1 台，電気冷蔵庫 1 台，洗濯機 1 台，カラーテレ
ビ 1 台，写真機 1 台，大きなカーペット 1 枚，大きな衣装タンス 1 棹である。

うえの二つの事例から，今日の労働者と農民の生活水準にはすでに顕著な格差がないことが看取で
きる。当然，純農業活動の収入は，農民は依然として労働者と比べられないが，現在 70% の農民は
郊外の工場で仕事を探し求める機会があり，いくらかの副収入を得ることができ，これが両者の格差
を埋めている。自家用車を例にすると，1972 年から，農家が自家用車をもつ比率は逆に都市の人た
ちを超えた。1978 年，農家の 65.7% は自家用車を所有しているが，ところが非農家は 49.7% に過ぎ
ない。まさに農業と非農業との間の生活水準に互いに優劣がないことによって，いくつかの高価な商
品が大量に売れるようになる，次の統計はその証である。

1978 年，全世帯中の耐久消費財の使用割合は次のようである。
洗濯機　　　 99%  車　　　　　　53%
電気冷蔵庫　100%  エアコン　　　28%
掃除機　　　 96%  カラーテレビ　98%
今日，多くの日本の人びとのなかには，資本主義の社会制度それ自体により，貧困が依然として存

在しているにもかかわらず，しかし大多数のひとにとって，家族の生計はすでに主要な問題ではなく
なったという。1976 年，中日新聞社の世論調査で，この問題を取りあげ，「あなたが生活のなかで感
じるもっとも大きな悩みはなんですか」という問いに対する回答は次のとおりである。

病気になること 22%，こどもの教育問題 16.2%（大学受験の困難さを含む），家計問題 13.2%（家
計支出），定年後の生活 9.1%，仕事の不満 8.9%（自営店の売上の低下を含む）。

もしこれが代表性のある調査であるならば，生計に心配を感じるひとはわずか 13% 強であり，こ
れは人びとの生活がすでに確かに相当高い水準に達していることを物語っている。

第五に，いくつかの社会問題が存在している。
それぞれの社会にはすべて，その社会の社会問題があり，日本も当然例外ではない。ここではわた

しの触れた事例のなかから，少しばかりを概略する。
 1，失業問題。これは資本主義国家がもつ逃れようのない問題である。失業には 2 種がある。一つ

は「摩擦失業」であり，もう一つは「完全失業」である。前者はもともとの仕事を辞めて，別の仕事
を探しながら待つことを指し，後者は 2 週間すでに仕事がないが，仕事に就くことを望んでいること
を指す。1978 年の失業率は男性 2.4%，女性 2% である。産業別では，「第 1 次産業」（農業）には基
本的に失業問題は存在しない，「第 2 次産業」（鉱工業，製造，建築などの企業）の失業は増えつつあ
る，「第 3 次産業」（商業，サービス，公共機関）の失業は少ない。日本の新経済社会 7 年計画は
1985 年の失業率を 1.7% に減らすことを求めている。単純に数字からみれば，日本の失業率は確かに
多くの産業発展国に比べて低いが，これは多くの女性の非就業と結婚後の退職によって覆い隠された
数字であり，十分な就業状態に達していることをあらわしていない。女性の就業はきっと拡大するに
ちがいないので，日本の失業率もそれに伴って必然的に上昇するだろう。

それ以外に，また指摘するに値することがある。すなわち，中卒者の就職は一貫して需要に応じき
れていないが，大卒者の就職者は逆に困難を感じる。大学卒業を隠さざるを得ないひとさえあり，賃
金の基準がさがってでも，長期間仕事の待機がないようにするのである。大学院修了者の就職機会に
至ってはかえって大卒者より少ない。
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2，女性問題。第 2 次世界大戦以前，日本の男女は法律上も事実上も，不平等であった。戦後，女
性は法律上平等を得たが，しかし事実上，伝統思想が依然として大部分の女性を堅固に家のなかに束
縛し，家事と仕事の矛盾について，かのじょらが処理するのは容易ではない。ある一部のひと，とり
わけ高学歴の女性はむしろ仕事のためならむしろ晩婚になったり，結婚しなくなる。しかし，大多数
のひとは依然として家事を大事だとして，就業を断念する。1978 年のある調査で，われわれは
20~24 歳の女性就業者のなかで一生業務に従事しようとひとはわずか 12.3% に過ぎず，その他のひと
は主として結婚して，こどもを生むことを考えていることを知った。結婚と育児によって，退職する
つもりのひとは，女性従業者の 64.4% に達する。ある都市の 1,161 名の女性就業者に対するある調査
のなかで，88% は結婚前には仕事に就いていたが，結婚後もずっと仕事を続けているひとはたった
5% であり，再就職者は 10.3% であり，そのうち既婚者は 77.1% であり，年齢はすべて 35 歳を超え
ていた。この現象は日本社会の施策が女性の社会的地位の変化に適応していないことを物語っている。

3，高齢者問題。人びとの経済生活と衛生条件が日に日に向上するのに伴って，明らかに人口の高
齢化があらわれた。1978 年の統計によれば，男性の平均寿命は 72.97 歳，女性は 78.33 歳である。65
歳以上のひとが総人口に占める割合は 1950 年 5%，1955 年 5.3%，1975 年 7.9%（3 世帯当たり，1 人
の高齢者がいる），1978 年 8.6%，1995 年（推計）12.7% である（各世帯に 1 人の高齢者ある。この比
率に達した期間は西ドイツ 75 年，スイス 105 年，フランス 170 年に対して，日本はわずか 45 年であ
る）。

過去，日本では大家族制が行き渡り，老人が家族の中心であり，平素から親孝行されたが，現在「核
家族」が大家族に取って代りつつあり，老人はすでにもともとの伝統的地位を失ってしまい，多くの
余計者に変わってしまった。社会的にもまだこの新たな情況に適応した新たな施策はない。われわれ
の出会った多くの老人は，ほとんど年齢を重ねることで悩んでいた。

日本の一般的なエリート層は 60 歳で定年である。労働者の定年は大部分が 55 歳であるが，60 歳
のところもある。高齢者には退職金または老齢年金があり，金額もタイプもさまざまである。1976
年の国民年金では，老齢年金は平均で 19.7 万円である。たとえ別の職を探したとしても，収入は
20~30% も減少してしまう。現在，労働者たちは定年の年齢を 65 歳まで延長しようと協議している。
もし実現すれば，もともとの定年年齢に属する退職者にとっては有利になるが，必然的に同じ数だけ
のひとの就業機会を奪うことになるだろう。そのうえ，活動力の絶頂期をすでに過ぎた多くのひとが
高度に活動力の集中を必要とする生産ラインに留まることは，きっと資本側の抵抗に出合うであろう。
したがって，社会の極めて難しい問題となる。

4，各階層の相当多くのひとが国家，社会に対して不安感をもっており，精神的危機感をはらんで
いる。

まずはじめに，企業界では多くのひとが第 2 次世界大戦後期，日本が封鎖された窮地をみて，日本
は資源が乏しく，重要な工業原料は全世界の供給に依拠していることを深く感じた。海上にいったん
有事があれば，ただちに日本の工業の生命線は切断されるだろう。再び 50 年代を思いだして，その
時から，主として安い労働力によって，日本の工業製品は欧米でよく売ることができ，日本に繁栄を
もたらした。近ごろ，日本の物価は高騰し，多くの分野ですでに欧米を超えている。労働者の賃金は
高く，製品の価格もそれにつれてあがり，欧米各国と競争し，日に日に困難になっている。さらに，
近接する一部の国家や地域，たとえばシンガポール，韓国，台湾および香港の台頭によって，日本の
多くの伝統的な売れ行きのよい製品や企業が挑戦をうけている。少なからずの造船所が減産を迫られ
た。カメラや多くの電子産業製品に日本への逆輸入現象があらわれて，日本の関連企業を脅かしてい
る。それゆえ，かれらはどうしてもびくびくして不安を感じてしまい，日本の産業は「薄氷のうえで
ダンスをする」ようだと考えており，いつも内心びくびくしており，生死にかかわる災難がきてしま
うようである。

さらに，労働者をみてみよう。表面上，日本の労働者は毎週の仕事は 5 日であり，1 日の仕事は 8
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時間を超えないが，しかし絶え間のない技術革新と広範囲にわたる「合理化」の推進によって，とり
わけ流れ作業の労働では，精神をどうしても集中させなければならず，毎日，毎週の労働の後には，
心身が非常に疲れている。調査によると，日本の労働者は毎日，3 時間テレビをみており，欧米の労
働者と比べてほぼ倍の時間を費やしている。麻雀や近辺への旅行も非常に流行っている。かれらにつ
いていえば，これらは楽しみと娯楽だけではなく，実際には憂さを晴らす調節弁でもある。多くの労
働者についていえば，生産過程の絶え間のない「合理化」は心身の途切れのない疲労化だけでなく，
実際には科学技術の名前で擁護された奴隷主の奴隷に対する無情なむち打ちに過ぎないのである。労
働者が反対し，心底から憎むのは当然のことである。したがって，労働者の 1 年 1 度の「春闘」は現
在すでに事実上，過度の仕事疲れから逃がれ，かつ「合理化」に反対するデモに変わった。1971 年，
日本の労働当局は労働者の仕事および生活に対するかれらの満足か否かについて調査を行なったこと
がある。結果は，かなり満足 3%，まあまあ満足 37%，かなり不満 41%，きわめて不満 12% であった。

不満の有無は，主として仕事のプレッシャーによるところがきわめて大きい。堂々たる労働者の隊
列が意外にもこのような大きな精神的な負担を背負っており，必ずしも健康な現象ではない。

社会に対する満足，不満足は，比較的敏感な青年の態度によって測定できる。日本の青年は戦後の
さまざまな運動のなかで，いつも前に進んできた。近ごろ，青年運動はあまりみかけず，消沈してい
るけれども，しかしかれらは社会問題に対して依然としてある見方をもっている。かれらは，とくに
大企業が福利厚生に重点を置いていることに対して，労働者を生涯会社につなぎ，労働者の主体的な
やる気を窒息させることに作用するとして，抗議の意をあらわしている。1979 年，東京人員募集セ
ンターは当該年の大卒者のなかで，半数のひとが会社選択で，小企業を考えており，比較的望みをもっ
ていること，大企業は福利厚生がよいけれども，籠の鳥のような生活で，平凡で味気のないものだと
考えていることをみいだした。また，すでに大企業に就職している大卒者のなかで，60% のひとが
仕事を変わりたい，あるいは自分で会社を経営したと思っていることをみいだした。これらのことは
完全に予想外のことであった。そのほかに，国民生活研究センターの調査のなかで，年齢が若いほど，
教育レベルが高いほど，仕事に対して不満が勝っており，ただ余暇時間だけが有意義な生活を過ごす
ことができると考えていることをみいだした。現状に対する不満は，実際には「労働者と資本家は一
家，ともに楽しみともに苦しむ」というスローガンに対する一種の挑戦であり，福利厚生をまとった
外套に対する，かつ労働者を一段と剥奪することに対する一種の挑戦である。

ドラスティックに変動する社会のなかで生活は，高齢者も，中年も，若者も，みんな境遇や事情に
対処しなければならない。うまく対処できなかったひとは，消沈したり，堕落したり，罪を犯したり，
自殺したりする。日本の青少年の自殺現象はとくに際立っており，1979 年は 866 人であり，前年よ
り 11% 増加した。警察庁の報告によれば，東京だけでも同年 1 月には 21 名の学生が自殺している。
ある 17 歳の女子はかのじょの一匹の犬に対して，日本の社会は自分にとってはなんの希望もないと
あらわした。ある 16 歳の女子はガソリンで焼身自殺をした。かのじょは遺書のなかに「わたしは残
念に思う，わたしは世界に対して嫌気がさした！」と書いている。ひっきょう自殺はしてはいけない
が，つねに他のひともさまざまな同情を寄せる。青少年は社会に対する不満によって，自己を破滅さ
せ，しかもこの種の自殺率はさらに高まる。これは注意に値する社会問題になってきた。

50 年来，日本は確かに変化したし，かつ変化は非常に大きいが，その一方で一部の変わらない面
もある。変わったのは外観であり，物質であり，経済であり，いくつかの制度である。変わらないの
は精神性であり，気風であり，人間の処世哲学であり，換言すれば民族性である。この面では，50
年を隔てても，わたしは日本には大きな変化がないことに気づいた。

日本人は非常に清潔，整然を愛する民族である。日本人は身の上，服飾，家庭，公共場所，街頭の
すべてで非常に清潔，整然を失わない。すなわち，都市の公害および汚染を解決することでさえも，
日本はやり方が非常に際立っている。日本人からみれば，清潔はただ洗ったり，拭いたりする問題で
はなく，かれらはそれを実体として完全無欠の反映だと高く認識して，したがって非常に徹底して貫
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かなければならないとする。聞くところによれば，1904 年の日露戦争の勃発前，日本の最高指導部
は当時のロシア海軍の実力に対して恐れをもっており，軽率に作戦を立てる勇気がなかった。1 度，
日本の代表団がロシア軍艦を参観した時，一人の官吏が秘かに砲座を手でなぜたところ，白い手袋に
ほこりが付いたことに気づいた。この報告を受けた日本当局は，ロシア海軍は堕落していると考えて，
宣戦を決定し，ついに帝国ロシアは大敗し，世界を驚愕させた。

自発的に紀律を守り，秩序を守ることも日本人のよい風習である。もちろん，社会は複雑なもので
ある，とくに産業社会の大都市では，法に背き規律を乱さないことが要求されるが，それは現実的で
はない。しかし総じていえば，一般的に日本人はやはり非常に規律を遵守している。わたしが 1979 年，
日本にいた 3 週間，いくらも警察官をみなかったし，郊外のいくつかの交差点で，道路のそばで小旗
を手にして立っている警察官をみたが，一見して見せかけで，木でつくった模型であった！。たとえ
鉄道の駅，バスの停留所，大通りの横断，商店での買い物あるいは学童の下校，帰宅でも，ほとんど
整然として乱れがない。

事にあたってはまじめにやり，いささかもおろそかにしない，公務を誤らせないといったことも，
日本人のよい習慣である。たとえほんのわずかで取るに足らない礼節と動作でも，たとえばお辞儀，
お茶，生け花などはすべて厳しい訓練を必要とする。小学校では，先生たちが生徒にどのようにひと
に向かってお辞儀をするかを指導し，腰を曲げる角度を直さなければならない。われわれの通訳を担
当した若い女性は，学校ではどのようにお茶を差しだすかという授業を学んだことがあるが，個人の
先生のとことで，自費でしばらくの間，補習を受けなければならなかったといった。どのように生け
るか，どのように壁に画を掛けるかについて，わたしは以前一度日本に行った時，自分の目である女
子中学で先生と生徒が一緒に教室で実習をしているのをみた。聞くところによると，今日でもやはり
このようである。これらはみな小さなことであるけれども，かえって一種の態度を反映している。す
なわち，事の大小を問わない，必ずまじめで真剣でなければならない。いささかもおろそかにしない
精神はとりわけ人びとの仕事場で顕著にあらわれる。われわれは至るところで，たとえ仕事が集中す
るところでも，互いに邪魔することなく，各自が一心不乱に仕事をし，決して雑談をせず，手を止め
るような現象もないのをみかけた。日本では，仕事にはノルマがあり，成績が評価される。しかし，
かれらの仕事の効率がこのように高い理由は，やはりかれらの仕事に対する自覚によるところが大き
い。それぞれの労働者は生産者である一方，同時に自らの製品の品質検査員でもある。この高度な自
覚や責任感は国家の経済大国を追いかけなければならない抱負と結びついて，日本の産業発展と経済
的な飛躍をもたらした。

特定の形態の社会は特定の性質の社会問題を生みだす。第 2 次世界大戦以前の日本は大地主，大軍
閥，大資本家が共同で統治して，産業化に向かってまい進する社会であった。第 2 次世界大戦の敗戦
の教訓，およびアメリカの軍事的占領とアメリカ資本の圧力は日本当局に経済体制上，地主階級の搾
取制を廃止することを迫り，資本主義を発展させた。政治的には，条約にしたがって，軍事施設を大
幅に規制すると同時に，欧米の民主を導入した。それによって，ほどなく日本は欧米の典型的な産業
化社会の一員になった。今日，日本にあらわれた都市のアンバランスな発展，人口の高齢化，家族構
造の急速な変化および失業問題，女性問題，青少年問題などはすべて産業化の過程のなかで派生して
きた避けがたい問題である。それらは他の産業化社会で発生しているものと大同小異のものである。
大同は同型の社会によって必然的に生まれる同型の問題であり，小異は日本がもともともつ社会・文
化の特徴と伝統のためにやはりそれが特定の役割を果たしている。ある一部の優良な民族の資質がひ
とたび「効率」を精神とする資本主義体制と互いに結びつけば，効率をさらに高めることさえある。
その結果，今日の日本の経済発展はすでに古くからの工業化国家に深刻な不安をもたらし，この優秀
な新人の挑戦を受けざるを得ない。

一つの国家のなかの人びとの精神の資質は主にその社会の伝統からくるが，同時にその他の社会に
も学び，その精華を吸収し，自身の不足を補う，それによって自らの資質を豊かにできる。これは民
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族の交流史上，至るところでみることができる。
祖国の四つの近代化は壮大な目標である。党の指導がいうまでもなく先決条件である。しかし，人

民全体の自覚と積極性がなければ，この目標を貫徹し，成功を保証することは難しい。日本人のこの
面での長所と経験は，相当程度，われわれの参考にできるとわたしは考えている。

出典： 呉沢霖，1982，「従社会学的角度看今天的日本」（社会学の観点からみた現在の日本）『社会』，1 期，
上海大学，pp.54~61。

資料 2　呉沢霖（1898 ～ 1990）略歴・著作

1898 年 10 月 28 日   江蘇省常熟で生まれる。
1913 年  北京の清華学堂入学。
1922 年   清華学堂を卒業後，アメリカのウィスコンシン大学，ミズーリ大学で社会学を専

攻。
1927 年   オハイオ州立大学で博士の学位を獲得。学位論文『美国人对黑人，犹太人和东方

人的态度』（アメリカ人の黒人，ユダヤ人およびアジア人に対する態度）。
1928 年   帰国し，上海大夏大学の社会学教授，学部長，文学院院長，上海光華大学，曁南

大学，復旦大学連合大学，西南連合大学の教授，清華大学の教授，人類学部長兼
教務部長の任に就いた。

1928 年～ 1930 年   孫本文，陳達らと東南社会学会および中国社会学社を組織し，第 1 期の理事になっ
た。

1930 年  『社会約制』（社会統制）上海世界書局
1931 年   『社会学大綱』（楊開道，黄国璋，呉景超，潘菽，游嘉徳，黄凌霖，李剣華，孫本

文と共著）世界書局
1932 年  『現代種族』上海新月書店
1932 年  『新中華社会学及社会問題』上海中華書局
1935 年   Blackmar, Frank Wilson/ Gillin,  John Levis, 1915, Outlines of sociology, New 

York: The  Macmillan company『社会学大綱』（陸徳音と共訳），世界書局
1937 年  『中国労工問題』（何徳明編著，呉沢霖校訂）上海商務印書館
1937 年  抗日戦争勃発後，大夏大学の一部の教員，学生と内陸部の貴州省貴陽に移動。
1937 年  『世界人口問題』（呉沢霖，葉紹純編著）長沙商務印書館
1940 年  『鑪山黒苗的生活』（呉沢霖，陳国鈞編）貴陽大夏大学社会研究部
1941 年   貴陽で自宅が日本の空襲によって焼かれ，治療条件が悪かったために，夫人が病

に倒れ亡くなる。
1941 年 2 月   昆明の西南聨合大学の教職に就く。
1942 年   『貴州苗夷社会研究』（陳国鈞と共著）文通書局
1943 ～ 1945 年   昆明通訳者訓練班の副主任になる。約 3,000 名大学生を訓練し，アメリカ軍の抗

日作戦部隊の通訳を養成した。
1946 年   清華大学の教授，人類学部長兼教務部長に就く。
1947 年   Macleod, William Christie,  1928, The American Indian frontier, London: K. 

Paul, Trench, Trubner & Co,『印第安人興衰史』（蘇希軾と共訳）商務印書館
1949 年   中華人民共和国の成立後は西南民族学院教授兼民族文物館長，中央民族学院教授
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兼中国社会科学院民族研究所研究員，南開大学，貴州大学兼任教授，中南民族大
学教授などに就いた。

1958 年   誤って右派に区分され，人類学，民族学界の著名 5 大右派となる。呉沢霖が受け
た不正な処遇は 1980 年代に一部回復するまで続いた。反右派闘争のなかで，毛
沢東は各職場や地域の党組織に一定の割合のひとを右派とすることを指示した。
これを受けて「1957 年，呉沢霖がいた西南民族学院は，右派の割合が規定数に
満たないとして，1958 年にむりやり呉沢霖を右派につけたした」（鳳凰衛視，
2013 年 07 月 25 日，http://phtv.ifeng.com/program/tfzg/detail_2013_07/25/2789 
9837_0.shtml）。

1979 年   中国社会科学院中日友好訪問団に参加し，日本で学術交流を行なった。
1982 年   中南民族学院に異動させられ教授，学術委員会副主任になる。その他，中国社会

学会，中国民族学学会，中国人類学学会，中国世界民族研究学会，中国民俗学会，
中国西南民族研究学会，中国南方少数民族哲学社会思想研究会，北京市および武
漢市社会学学会の顧問，湖北省社会学学会名誉会長などになる。

1989 年   離休。
1990 年 8 月 2 日  武漢で逝去。享年 91 歳。

なお，呉沢霖の没後 1991 年に『呉沢霖民族研究文集』が北京の民族出版社から，1991 年に『人類
学詞典』（呉沢霖総編集，Charles Winick の Dictionary of anthropology  (1957, London: Peter Owen)
をベースにした編訳本）が上海辞書出版社から，また 1992 年には，呉のオハイオ州立大学での博士
学位論文『美国人对黑人，犹太人和东方人的态度』（アメリカ人の黒人，ユダヤ人およびアジア人に
対する態度）が北京の中国民族学院出版社からそれぞれ出版されている。

出典： この年表は http://baike.sogou.com/v539739.htm。章人英，1991，「呉沢霖」，中国大百科全書総編
輯委員会・社会学編輯委員会，『中国大百科全書・社会学』，中国大百科全書出版，p.425。http://
js.ifeng.com/a/20170728/5864239_0.shtml。鄭杭生・李迎生，2000，「付録二：中国社会学著作要目」

『中国社会学史新編』，高等教育出版社，pp.308~343。上海図書館目録検索。中国国家図書館目録検
索をもとにして作成した。

〔付記〕

ここで訳出した呉沢霖と訳者が本誌前号で訳出した李剣華（「社会学覚書」（1982），『社会学

部論集』65 号，2017 年 3 月，pp.63~82）の二人は多くの共通点がある。すなわち，呉（1898~1900）

と李（1900~1993）はほぼ同年齢で，同時期に社会学の教育と研究に従事し，ほぼ同時期に一

生を終えた。呉は 81 歳で「社会学の観点からみた現在の日本」を，83 歳で「抗日戦争前の上海・

南京地域の社会学についての回顧」を，李は 82 歳で「社会学覚書」を執筆している。二人と

も新中国成立以前に外国に留学し，社会学を学んでいる。呉はアメリカ，李は日本である。二

人とも同じく，政治上の迫害を受けている。李は民国期の国民党政権下の逮捕，投獄および新

中国の共産党政権下での三反・五反運動（1951 年 11 月～ 52 年 8 月）および文革（1966 年～

1976 年）での批判と迫害，呉は反右派闘争（1957 年～ 58 年）および文革での批判と迫害であ

る。

呉沢霖が論じた時期はそのタイトルのとおりもっぱら 1920 年代，30 年代であり，李剣華の
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それは 1920 年代から 1948 年までの民国期，そして 1949 年の新中国成立後から 1978 年までの

社会学の批判，否定期を経て 1979 年の社会学の回復期，再建期までにわたっている。

資料 1 の呉沢霖の「従社会学的角度看今天的日本」（社会学の観点からみた現在の日本）は

明治維新から第 2 次大戦前の日本の国際関係，天皇と軍閥を背景にした大地主，大資本家によ

る圧政と剥奪そして戦後改革およびそのなかでの社会生活の諸局面での変化（人口構造の変化，

家族構造の変化，階級構造の変化，生活水準の上昇，新たな社会問題の出現など）が資料をも

とにして述べられている。また，そのなかで日本人の具体的な態度と行動様式への賛美が語ら

れている。たとえば，「非常に清潔，整然を愛する民族である」，「自発的に紀律を守り，秩序

を守る」，「事にあたってはまじめにやり，いささかもおろそかにしない」などである。そして，

「一つの国家のなかの人びとの精神の資質は主にその社会の伝統からくるが，同時にその他の

社会に学び，その精華を吸収し，自身の不足を補う，それによって自らの資質を豊かにできる。

これは民族の交流史上，至るところでみることができる。祖国の四つの近代化 は壮大な目標

である。党の指導がいうまでもなく，先決条件である。しかし，人民全体の自覚性と積極性が

なければ，この目標を貫徹し，成功を保証することは難しい。日本人のこの面での長所と経験

は，相当程度，われわれの参考にできるとわたしは考えている」と結んでいる。まさに，人類

学者でも，社会学者でもある呉沢霖が比較社会論的，比較文化論的視点からみた日本社会論，

日本文化論，日本人論にいえよう。

  （ほし　あきら　現代社会学科）

  2017 年 10 月 10 日受理


