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第２6回読書会のまとめ 
相互扶助（２）：有島武郎『惜しみなく愛は奪う』『星座』『小作人への告別』 

を読む 
2019.５.2５／参加者８名（うち感想文提出４名） 

 

 

 前回に続いて「精神性」が登場しました。相互扶助は精神性を伴うと思うので動物には

ないのではないかという意見でした。相手のためを思ってやっているかどうか。相互扶助

に見える行為が動物にあることは知っているが、それも相互扶助と言うのか。それは本能

として行なっているのではないか、などなど意見は出てきますが、この件については来月、

番外編として会員アンケート結果を基にして話し合うことになりました。その時までに３

回目のアンケートを実施しますので、是非ご回答願います。 

 『星座』の中で登場人物の人見が園に金を無心する場面があって、その時園が読んでい

た本が『相互扶助論』（クロポトキン）という設定でした。園と人見の貸借関係（しかも人

見は返す積りがない一方的なもの）も相互扶助とみるのだろうか？との鋭い問いかけがあ

り、この問いかけを思いついたのがスゴいと参加者一同は声を揃えました。 

 さらに別の参加者からは、『相互扶助論』を読んでいる場面に、人見が借金を申し込む話

を意図的に挿入したはずだとの推理が出され、これまた一同感嘆したところです。一方的

な関係でも相互扶助と呼べるのか。これまた来月のテーマになりそうです。 

 

 18～45 歳の武郎を４幕物のドラマに仕立てた感想もありました。感想文としては初めて

の試みでしょうか。その３幕目の山場が、『相互扶助論』を読んだことと著者のクロポトキ

ンにロンドンで直接会ったことです。人間には何処かで転換点があり、当然その伏線にな

るものもあったと説明がありました。他の人とは全く違ったアプローチに、人生をドラマ

仕立てで捉えるのは面白いし、分かりやすいとの感想がありました。 

また、武郎は豊かな感性を持っており、自分の内面を深く見つめていたので、小さい時

から自分の中にある二面性を意識していたという指摘もありました。例えば、有産階級の

エリート青年という面と、東京にある大学ではなく自ら選んで札幌農学校に編入学したと

いう面です。社会の二面性も自分の目を通して見えてきます。不自由のない自分の生活と、

有島農場小作人たちの過酷な実態や遠友夜学校での貧しい子女の生活の差です。 

 このように、武郎の中では理念と行動が一致せず苦しむのですが、 後になってやっと

波多野秋子との情死を選ぶことでその二つを一致させたことになる、という意見も出まし

た。有島の死も一つの大きなテーマで、もっと後になって扱う予定です。 

 

 配付資料には含まれていない『農場開放顚末』を読んだ参加者がいました。小作人に対

する随分厳しい要求だという意見には、自分の理想を追求するために小作人たちを犠牲に
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している、上から目線ではないか、小作人たちは頑張る気になっただろうか、無責任では

ないのか、などこれまた過激な賛成意見が相次ぎました。武郎のために弁護しておきます

と、『農場開放顚末』は小作人たちに直接言った言葉ではないのです。ただ、腹の中ではそ

う思っていたのでしょうが（これで弁護になる？） 

 過激な賛成意見に対して、第４階級論から考えると知識人（第３階級）としてはこうす

るしかなかったのだと武郎をフォローする意見がありました。それでも両派の意見のやり

とりが続きます。階級が違っても小作人たちと一緒に鍬をもって耕せばいいじゃないか、

武者小路実篤は「新しき村」でそれを実践した。中国ではあの魯迅も第４階級とともに闘

ったではないか。いや、それぞれに国や社会の事情が違うので同じ次元では論じられない、

などです。 後は、武郎はやっぱり農場主だったんだなと思うという感想に対して、いや

それは、自分たちで闘い方を考えてやりなさい（私ができる限りのお膳立てをしておくか

ら）ということだったんじゃないでしょうか、というやり取りで終わりました。 

 この後に思いがけない意見が出ました。枠を与えて、運用はあなたたち次第だ、という

武郎の考え方は、現在の日本国憲法がＧＨＱに与えられて、それを生かすも殺すもあなた

たち次第だと言われているのと同じ構造の図式ではないか。成程、それはそうだ、うまい

例えだと一同が頷きました。 

 

 『惜みなく愛は奪う』を取り上げた感想もありました。ここに出てくる「愛」という言

葉は私達が普段見たり聞いたり、人によっては言ったりする愛と全く同じとは思えません。

その辺りが他の参加者が触れようとしなかった理由かもしれません。それが証拠に、昨年

度の 後にこの本を２回に分けて読んで、あまり理解できなくて、でも終わったので、や

れやれもう読まなくていいと思ったのにまたこの本が出てくるのかという感想が出て、一

同大笑いしたほどです。でも武郎からすると、この本を書きたくて生きた一生だったと言

えるくらいの本だそうです。 

 まずはこの本が相互扶助とどのように関連するのでしょうか。武郎の「本能的生活」と

いう概念は『相互扶助論』（クロポトキン）の「本能」と同じですが、ただ武郎の場合、「純

粋な本能の働き」を「愛」と規定したのだそうです。そしてあの有名な一文に続きます。

「愛の表現は惜みなく与えるだろう。然し愛の本体は惜みなく奪うものだ。」この一文を受

けて、武郎の愛は「闘いの愛だ」という感想がありました。愛は互いに相手から奪い合う

ことによって相手から何も減ずることなく自らを豊かにするメカニズムであり、これこそ

が相互扶助のメカニズムだということでした。やっと相互扶助が出てきました。「相手から

何も減ずることなく」という辺りが有島の愛を考える時のポイントになるでしょうか。 

 では動物はどうかと言えば、武郎は「野獣を見よ。如何に彼等の愛の作用（相奪う状）

が端的に現れているかを」と書いていますが、分かる人と分からない人に二分されるよう

です。このあたりも来月のテーマに入ってくるのでしょう。わかりやすく説明してもらえ

るのを期待するばかりです。 



 3 

 有島の考え方（理念）を実地で試したのが農場無償解放だったという意見が複数ありま

した。解放の根本理念が相互扶助で、それは農団を守るという目的に加えて、小作人同士

が相手を理解する愛を実践する場としてほしかったのだろうということでした。相互扶助

は自己愛であり、平たく言うと、いろんなものを愛している自分を愛していることだとの

説明もありました。有島の愛の概念を考えると、いつも頭の中がぐるぐる回っているのは

私だけではないように思いましたが、皆さんはどうでしょうか。 

 

                             （文責：井上剛） 

 

※参加者：磯野浩昭、磯野美和、井上剛、梅田滋、菊地寛、佐藤智恵子、高木直良、デリク・モール（五十音順） 

※以下感想文の掲載順は、当日の発表順です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

「相互扶助」について ２        
Sac. 

 
 
「相互扶助」と言う言葉について、再三再四考えてみる。 
国語的に考えると「相互いに助け合うこと」だと思うが、その助け合う範囲とはどんなも

のなのか。 
  
「小作人への告別」を読み返して、今まで私が「相互扶助」を理解する根底にあったのは

この辞（ことば）だったのではないかと思い当たりました。 
 このニセコ町に生まれ育って、何時しか有島の地を知り、有島武郎を知り、農場開放と

言う事業を知りました。今は故人となった有島の古老から話を聞く機会があった時に、「（解

放）当時は幼くて、農場開放の意味、水田開拓の折の借金問題やその後の事件については

何もわからなかった。親から農業を引き継ぎ、地域で農業を営み、地域の人々と共に働く

ようになって、有島さんの偉大さや有難さが身に沁みて分かった」としみじみと語ってい

たことを思い出します。 
 当時の有島の住人は、身をもって相互扶助を理解し、実践していたのではないかと思い

ました。 
 だから尚、相互扶助に精神性を感じてしまうのか？とも思います。 
 
 そして「星座」。今回の課題にこの作品が加わったこと。確かに白官舎内での共同生活に

おいては相互扶助もあったであろうし、必要だろうと思うけれど、園と人見の貸借関係も

相互扶助とみるのだろうか？  
 金銭の貸借も、助け合いだろうけれど… 
 
 また「相互扶助」の定義がぐらついてしまう。どこまでを相互扶助とみるのか？ 
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Kank note 有島５より 
有島武郎の『相互扶助論』 

Kih. 
 
 
 課題の資料（「星座」「惜しみなく愛は奪う」「小作人への告別」）により、有島武郎が育

み、磨いた相互扶助の理念と農場無償解放への道を、ドラマのプロットふうにイメージし

てみてはいかがか、と考えてみました。明治～大正に生き、織りあげてゆく独自の思想と

心理の綾。その複雑な紋様には、今に変わらぬ真理が秘められているのではないか、と。 

☆タイトル「水芭蕉、とこしえに」 ★登場人物 有島武郎（少年期～45 歳）ほか 

 青年は北へ 1896 年（明治 29）秋。残暑から逃れるように横浜港を出帆する汽船。針路

は北に。揺れるデッキに身を任せるのは、学生服姿の白皙の青年、有島武郎、18 歳である。 

 海原を眺める脳裏に浮かぶのは、過ぎ去った少年時代の光景か。裕福な家庭に育ち、横

浜英和学校から学習院に編入し、中等科を卒業。皇太子の学友にも選ばれたこともある品

行方正な俊才である。そのまま東京で名門大学への進路もあったはずたが、札幌農学校予

科 5 年に編入学を決めた。子どもの頃から内面を深く見つめる自分がいた。豊かな感性は、

葛藤や思いを文章に託して表した。 (Insighting  Incidence←伏線になるか) 

青春の彷徨 夜が明ける。客船は後志西岸を北上している。峻嶮な岩壁が前途を暗示す

るように目に映った。小樽に上陸して札幌へ。新渡戸稲造教授宅に奇遇する。メリー夫人

の優しい眼差し。時計台の鐘の音が、心に響いた。農学校では学友森本厚吉が生涯の友と

なる。のちに農場解放に際して尽力を得ることになるが、この時は、知る由もなかった。

彼の影響により、一時はキリスト教信仰の道へも。 （Plot point①←転換点になるか） 

農学校卒業を翌年に控えた 1900 年（明治 33）、父有島武はマッカリベツブト原野（狩太

村）の貸下げを受け、開墾にとりかかる。やがて小作人の過酷な実態が目の当たりに迫る。 

札幌では貧しい子女が学ぶ遠友夜学校にも関わる武郎。階級社会の現実は、社会の亀裂

となって、武郎の眼下に広がっていた。 （Mid  point←転換点になるか） 

クロポトキン 農学校在学中は校歌「永遠の幸」を作詞し「高き希望は時代を照らす光

り」と歌い、後に遠友夜学校でも校歌を作り「富よりも大切なのは心だ」と説いた青年武

郎。農学校を卒業し、一年間の兵役の後、アメリカへ留学し、研究と思索を深める。時代

は 20 世紀に入る。滞米中に日露戦争勃発する。ホイットマンの詞に心動かされ、動物の進

化と共助は人間にも共通するというクロポトキンの「相互扶助論」に共感。ロンドンに渡

って、本人に直接会い、自らの想いは確かなものにした。（Plot point②←ヤマへ一段上り）  

農場解放、旅立ちへ 留学を終え、母校の教壇に立ったのち、東京に居を移し、作家活

動に専念する。妻安子 3人の子を遺して逝去するも次々と話題作を著す。独自の思想は「惜

しみなく愛は奪う」に結実させて世に問う。2年後、北海道へ向かう。武郎、44 歳である。 

1922 年（大正 11）7 月 18 日、有島農場内の弥照神社には小作人 70 人余が集まってきた。
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農場主である武郎は口を開く。「農場は無償で諸君の所有にします。協力一致と相互扶助の

考え方で運営してほしい」と。革新的な発想は当時の大正デモクラシーの先を行く闘いで、

理念を現実にしたのだった。帰京 10 か月後、波多野秋子と、自ら人生に終止符を打った。 

エンドロール ＊前回[K‐note4]サマライズにて－大震災、大戦、戦後農地解放、今へ。 

 

（K） 
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武郎と考えるシリーズ：相互扶助（１－２）／『小作人への告別』を読む 
Int. 

 

 

 武郎は小作人たちに対して、随分厳しいことを要求したものだと思う。 

『農場開放顚末』の 終段落にはこうある。 

 

  …現在の状態では共産的精神は周囲がそうでない場合にその実行が結局不可能で自滅 

せねばならない、かく完全なプランの下でも駄目なものだ 

  -----この一つのプルーフを得るだけで私は満足するものでこの将来がどうであるか 

ということはエッセンシャルなこととは思っていないものであります。 

 

さらにその直前には 

 

  この共生農園…が四分八裂して遂に再び資本家の掌中に入ることは残念だが観念して 

いる。…私の農園は予備知識のない人々の集まりで而かも狼の如き資本家の中に存在 

するのであります。 

 

自分では成功しないだろうと予測しながら自分の描いた理想を小作人に押しつけることに

なる。（言い過ぎか！）一体どういう集団になってほしかったのだろうか。『小作人への告

別』の中から 3点に注目した。作品に出てくる順は次のようである。  

 

① ．…この土地に住んでいる人の中にも、永く住んでいる人、きわめて短い人、勤勉であ 

った人、勤勉であることのできなかった人等の差別があるわけですが…いったん 

  この土地を共有した以上は、かかる差別は消滅して、ともに平等の立場に立つのだ 

  ということを覚悟してもらわねばなりません。 

②．…諸君の将来が、協力一致と相互扶助の観念によって導かれ… 

③．…現代の悪制度の中にあっても、それに動かされないだけの堅固な基礎を作り… 

  諸君の精神と生活とが、自然に周囲に働いて、周囲の状況をも変化する結果となる 

  ようにと祈ります。 

 

 出てくる順はそうであっても、武郎は逆算して考えたと思う。 

先ず③で、小作人たちを取り巻く状況を考えれば負ける戦だが、できれば味方を増やして

勝ってほしいと願う。 

次に②で、勝つためには個々バラバラでは簡単にやられてしまうから、襲いかかってくる

敵と対峙するために皆で力を合わせ助け合うようにとの作戦を授ける。 
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そして①で、皆で力を合わせて助け合うということは簡単なことではないので、皆が平等

だと考えなければ達成できないと説いた。 

個々の役割は違うのだが、貢献度に差はないと言いたかったのではないか。そしてこれこ

そが共同体の結束を創り出す肝なのではないかと思う（これは井上の考えです）。 

 

 武郎は、農団が立ち行くために自分に出来ることは全てやった。吉川に後の管理も任せ

た。施設等については、札幌農科大学に具体案の作成を依頼した。金策にも駆けずり回っ

た。しかし、八方手を尽くしたことは評価するとしても 

 

 この将来がどうであるかということはエッセンシャルなこととは思っていない… 

                               （前出） 

という文章を読むと、言葉が出て来ない。 

 

 さて、今月のテーマは「有島武郎の相互扶助」なのだが、 

１．武郎は『相互扶助論』（クロポトキン）を読んで何を学んだか？ 

２．武郎は「相互扶助」で何を言いたかったのか？ 

がポイントではないかと思う。 

１については、歴史を振り返ると、相互扶助の考えが取り入れられた社会にあっては、

文化（産業や芸術など様々なものを含む）が発達して盛んになり、人々は自分の居場所が

あって暮らしやすい社会になる、ということだろうか。 

２については、単なる助け合いではなさそうに思う。動物の事例がたくさん出てくると

いう記述が『星座』にあったが、生きるために集団となって（広義の）敵に立ち向かうこ

とを意味しているようにも思われる。一般的な相互扶助と、共生農団に向かって言うとき

の相互扶助では意味が違うかもしれない。結局、武郎が相互扶助にどういう意味を込めて

いたかは考えても分からなかった。相互扶助とは何か。皆さんの考えを聞いてみたい。 
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「相互扶助」について考える（１）有島武郎の「相互扶助」  
 ～有島武郎、クロポトキン、狩太共生農団、ニセコ町まちづくり基本条例における「相互扶助」から～ 

Ums. 
 

※提出した感想文は、前月と同じ次の全文だが、この中の「３ 有島武郎にとっての相互 

扶助（その２）」をこの回の該当文として使用した。 

 

 

１ 有島武郎にとっての相互扶助（その１） 
〜『クロポトキン』（有島武郎著／T5.7）と『星座』（同／T10.7）から 

 

有島武郎は、アメリカ留学からの帰路、ヨーロッパに渡り、イタリア、スイス、ドイツ、

オランダ、フランスをめぐり、イギリスのロンドンから日本への帰途に着いた。 

彼はこのヨーロッパ旅行に、ある思いを期していた。 

 

「ぜひ訪れたかったのはアッシジ、会いたかったのはクロポトキン」（久保田正夫著『聖フ

ランシス「完全の鏡」』序文 T8.3 に寄せた文章） 

 

そのクロポトキンに会ったのは、1907（明治 40）年 2月 3日のロンドンである。 

このクロポトキン宅訪問時の記憶を、1916(大正 5)年 7 月、雑誌『新潮』への寄稿『クロ

ポトキン』の中で詳しく述べている。親しげに迎えてくれたクロポトキンとの様々な会話

のなかで、武郎はクロポトキンに、 も尋ねたい話題を切り出した。 

 

「話の込み入り候につれ、又私が読みたる氏の著書殊に「相互扶助論」に対する質問に答

うる為め、氏は私を伴いて二階なるその書斎に登られ候。」（『クロポトキン』T5.7 より） 

 

この質問が具体的にどのようなことだったのか、関連する具体的な記述は見いだせないが、

アメリカ留学期間後半の 1906(明治 39)年前後からクロポトキンの著書を集中的に読んで

いる中で、『相互扶助論』が特に問題意識を刺激した著書であった事を想像させるエピソー

ドと言えるだろう。アメリカ留学中、どのようにしてクロポトキンの著書と出会ったかに

ついては、この書の中で触れている。 

 

「・・（中略）・・、明治 37 年の頃頻りにゲオルグ、ブランデスのものを愛読致し始め候頃

朧げに露西亞に於ける現存の社界状態に慊らざる諸種の主義を想見し好奇心と申す程の研

究欲を感じ始め候折クロポトキンの自叙伝の序をブランデスが書き居るを知り、それが読

みたきばかりに始めてこの稀有なる大著書に接し、さして期待も持ずに本文を読辿り行き
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候程に、頭が上がらぬほど関心して仕舞い申候。私のクロポトキンに対する敬意はこの時

に芽せしにて、その後氏の著書を彼れこれ漁り居り候中に、敬意は懐かしさに変り行き英

国に渡る機会もあらば氏の家屋の下には一度この身を運び行くべしと思いおり候。」（『クロ

ポトキン』より） 

 

『相互扶助論』のどこに彼の問題意識が収斂していったのか明示的には書かれていないが、

その点こそがのちに有島武郎の「相互扶助」論の根幹となったと思われるので、ここから

先は、クロポトキン著『相互扶助論』（1902 年ロンドンで初版発行／1917 年大杉栄訳発行）

に準拠して論点を探ってみたい。 

その前に、この『相互扶助論』が、武郎の創作小説の中で登場する場面があるので、少し

だけ寄り道をしてみよう。 

 

「「何を勉強しているの」 

園に対してはどうもひとりでに人見は声を柔らげなければならなかった。 

「ぼくには少し方面地ちがいのものだけども、星野君が家に帰る時、読んでみろって置い

ていったもんだから」 

と答えながら園は書物を裏返して表紙を人見に見せた。濃い藍の表紙に、金文字で単に

“Mutual Aid“とだけ書いてあった。 

「倫理学の問題でも取り扱ったものかい」 

「著者 Prince P. Kuropotkin という人で・・」 

「何、クロポトキン・・・それじゃ君、それは露西亜の有名な無政府主義者だ」 

人見は星野や西山たちが議論する座に加わって、この人の名はたびたび耳に入れていたの

だが、自分は学校で「農政及び農業経済科」を選んでいるくせに、その人にどんな著書が

あるかをさえ調べてみたことさえなかったのだ。 

「そうだってね。僕にはその無政府主義のことはよく分からないけれども、この本の序文

で見るとダーウィン派の生物学者が極力主張する生存競争のほかに、動物界にはこの

mutual aid・・・なんと訳すんだろう、とにかくこの現象があって、それはダーウィンも

いっているのだそうだ。・・・そうだ、いってはいるね。『種の起源』にも『旅行記』にも

僕は書いてあったと思うが・・。それがこの本の第１篇にはかなり綿密に書いてあるよう

だよ」 

「科学的にも価値がありそうかい」 

「ずいぶんデータはよく集めてあるよ」」（『星座』1922 より） 

 

長い引用になったが、クロポトキンに会った武郎が、その後の創作活動の中で『相互扶助

論』をどのように受け止めていたのかについて端的に示す一例だろう。 

それは、「『相互扶助論』をその源流であったダーウィンの「進化論」の中で捉え返してい
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るということであり、その意義については武郎自身の論述の中でもう少し詳しく展開され

ているので、後述したい。 

 

この引用箇所で言及されている“Mutual Aid”『相互扶助論』の第１篇というのは、次の目

次に示すように「動物の相互扶助」に関するものである。合わせて、他の章立ても含め目

次全体を書き出してみる。 

 

序論 

第１章 動物の相互扶助 

第２章 動物の相互扶助（続） 

第３章 蒙昧人の相互扶助 

第４章 野蛮人の相互扶助 

第５章 中世都市の相互扶助 

第６章 中世都市の相互扶助（続） 

第７章 近代社会の相互扶助 

第８章 近代社会の相互扶助（続） 

第９章 結論 

 

立論を動物の相互扶助から始めていることは、クロポトキンの相互扶助論の極めて重要な

特徴であり、かつ、相互扶助とは何かを語る上で、動物の相互扶助は欠くことができない

も根源的な言及であることがこの目次構成にも表されている。 

 

つまり、「相互扶助」は人間社会の中だけでなく動物界においても行われているということ

を示すため、ということではなく、「相互扶助」は人間が考え出したものではなく動物界の

生命活動にそもそも備わっている性質であって、人間界はそれを引き継いで人間社会の歴

史を形成してきたのだ、ということを示しているのである。 

言い換えれば、動物界も人間社会もこれまで存続し続けてこれたのは、「相互扶助」を意識

的に努力して続けてきたからではなく、「相互扶助」は本来動物界にも人間社会の中にも備

わっていた当たり前のものであるということが持続的存続の根本要因である、にも関わら

ず、近代国家成立以降の人間界はその「相互扶助」を破壊してきた、という問題提起が込

められているのである。 

（http://neuemittelalter.blog.fc2.com/blog-entry-146.html） 

 

この意味することに論を進める前に、クロポトキンが英語で著した『相互扶助論』が大杉

栄によって日本語に翻訳されるに至った経緯に触れておきたい。 
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クロポトキンが 1902 年ロンドンで発行した『相互扶助論』の日本語訳に 初に取り組んだ

のは、クロポトキンと文通をしていた幸徳秋水であったが、病を得たため山川均が代わっ

て第１、２章の「動物の相互扶助」を翻訳し、1908（明治 41）年に出版した。その後 1917

（大正 6）年 10 月に大杉栄が全体を翻訳し出版した。大杉が 1923（大正 12）年の関東大

震災で虐殺されるまでに 31 版を重ねているので、この書が多くの読者を得たことがわかる。 

この時代背景として、1920 年代はアナーキズムが日本でも幅広く関心を持たれた時期で、

そのことに伴って国家権力の監視や弾圧も強化されつつあった。 

その事を象徴する事件が、1920（大正 9）年に起こっている。それは、東京帝国大学経済

学部の研究紀要『経済学雑誌』創刊号に掲載された森戸辰男助教授の論文『クロポトキン

の社会思想の研究』が官憲によって「朝憲紊乱」罪に問われて起訴され、森戸は有罪判決

を受けるという出来事である。 

この裁判については有島武郎も深い関心を寄せ、同年、出獄した森戸に激励の書簡を送っ

ているが、クロポトキン自身に会ったことのある数少ない日本人の一人として武郎の主張

や動向は大きな関心を呼んだことと思われる。そのこともあってか、この時期に武郎は『ク

ロポトキンの印象と彼の主義及び思想に就て』（T9.1）を『時事新報』に寄せている。その

冒頭で、「クロポトキンは森戸辰男氏に残酷な運命を與へたやうですが、私には反対に面白

い運命を與へて呉れました。」と森戸事件に触れているが、内容の全体は 4年前の『クロポ

トキン』とほとんど同じである。武郎は森戸事件の裁判も傍聴していて、裁判を批判する

文章も書いているが、無政府主義そのものを積極的に支援する論陣を張っていた訳ではな

い。武郎がクロポトキンのアナーキズム思想そのものより『相互扶助論』に強い思い入れ

を持っていたことは、数少ない資料からも伺える。とは言え、ボルシェビズムより、部分

的に疑問を呈しながらもクロポトキンのアナーキズムをより好意的に受け止めており、そ

の理由はクロポトキンの『相互扶助論』にもあったということだろう。 

 

 

２ クロポトキンの相互扶助論 
〜『相互扶助論』（クロポトキン著・大杉栄訳）：「序論」と「結論」から 

 

クロポトキンの『相互扶助論』は、ダーウィンの「進化論」解釈において通説とされてき

た「適者生存の原理、生物界の不断の闘争と生存競争における相互闘争の法則」よりも、

「進化論」のもう一つの理論的基軸である「相互扶助の法則」こそが種の進歩的進化によ

り大きく寄与してきた、と説いた先輩学者たち、例えばカール・フェドロヴィッチ・ケッ

スラーなどの学説に通底するものである。 

動物と人間に共通している「相互扶助」の法則が、人類の歴史と今日のあり方においてど

のような貢献を果たしてきたか。そして、にもかかわらず近代国家成立以降「相互扶助」

がどのように虐待されているか。この問題領域において、クロポトキンは豊富な事例をも
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とに、先輩学者たちをも超える射程距離と深度をもって新たな地平まで突き進んだ。 

 

このことを、クロポトキン著『相互扶助論』の主に「序論」と「結論」から読み解いてみ

たい。 

 

（１）過酷な自然との戦いが種の「相互扶助」を育て、種の進歩的進化を促した 

「私は、かくのごとき状態の下に北部アジアで闘っている、動物の生活を見たのだ。そし

てこのことは、ダーウィンのいわゆる「過度の増殖に対する自然的障碍」の方が、生存方

法を求めるための同種の個体間の闘争よりも、自然界においてははるかに重大なものであ

ることを、早くから私に悟らせたのであった。」（『相互扶助論／序論』クロポトキン著） 

 

クロポトキンは、若い頃に東シベリアと北満洲を旅行し、過酷な自然の猛威と戦いながら

生き延びるために相互扶助と相互支援を盛んに行っている多様な動物たちの営みを観察し

ている。自然科学者としてそのような情報を多く収集し、その分析を通して見出した理論

が『相互扶助論』に貫かれており、アナーキストとしてのクロポトキンの根底に、自然生

態系と人間界の歴史全体を俯瞰する科学者としての基盤があることを理解する必要がある。 

彼のこの論点は、彼だけにみられる独自なものではなく、動物学者カール・フェドロヴィ

ッチ・ケッスラーや植物学者ベケトフ、生理学者メチニコフなどロシアの先輩学者がフィ

ールドワークを踏まえてすでに提唱していた学説であった。更に言えば、ほぼ同時期に成

果が発表されたエスピナスの『動物社会』、ラヌサンの『生存のための競争と競争のため

の共同』、ビュヒナーの『動物界における恋愛および恋愛生活』などもそのような研究成

果を導いた系譜であった。 

 

その『相互扶助』に関する理論はダーウィン自身も『人類の進化』の中で述べていること

だが、追随者たちの多くがその側面を過小評価もしくは無視し「適者生存の原理、生物界

の不断の闘争と生存競争における相互闘争の法則」のみを歪曲して大きく主張してきたこ

とが政治や社会の場における深刻な歪みとリアルに同期していることに、深い憂慮と深刻

な問題意識を覚えたクロポトキンやロシアの先輩学者たちがダーウィンの再評価を目指し

た動きであったとも言える。 

このような問題意識に基づき、クロポトキンが先輩学者たちの成果を受け継ぎながらもそ

の論点の一部を批判的に革新した研究成果が、『相互扶助論』となっている。 

 

（２）「相互扶助」を促したのは、「愛」や「同情」ではなく、「本能」「無意識的承認」

である 

クロポトキンが、彼ら先輩学者たちに対して批判を加えた論点はほぼ共通して次の一点で

あった。 
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先輩学者たちの多くは、「相互扶助」を育んだのは動物界においても人間界においても相互

の「愛と同情」の心である、としていた。 

クロポトキンはこれを真っ向から批判し、次のように例証しつつ主張している。 

 

「近所に火事のある時、われわれが手桶に水を汲んでその家に駆けつけるのは、隣人しか

も往々まったく見も知らない人に対する愛からではない。愛よりは漠然としているがしか

し遥かに広い、共同心または社会心の感情もしくは本能が、我々を動かすのである。」（『相

互扶助論／序論』から） 

 

「動物においてもまた同様である。反芻類の一群あるいは野馬の一群が輪を作って狼の襲

撃に当たるのは、愛からでもなく、また固有の意味でいう同情からでもない。狼が狩猟の

ために団体を作るのも愛からではない。小猫や小羊が相戯れるのも、数種の若い鳥が秋の

野に遊び暮らすのも、愛からではない。フランス全土にも当たる広い地域に散在している

無数の萌黄鹿が、数十組の別々の隊伍を組んで、それがみんな大河を渡るためにある一点

に集まるのも、愛や個人的同情からではない。これ実に愛や個人的同情よりも遥かに広い

感情からである。極めて長い進化の行程の間に動物と人類との社会に徐々として発展し来

たった一本能からである。そしてこの本能が、動物や人間に、相互扶助または相互支持に

よって得られる勢力と、社会生活によって得られる快楽とを教えたのであった。」（同上書） 

 

クロポトキンは、これらの例を挙げながら、「相互扶助」が動物界にも人間界にも共通して

見られるようになったのは「愛や同情」によるのではなく「本能」によるものであると主

張し、この「本能」をさらに「無意識的承認」とも言い換えている。 

 

「各人の幸福がすべての人の幸福と密接な関係にあることの無意識的承認である。また各

個人をして他の個人の権利と自己の権利とを等しく尊重せしめる、正義もしくは平衡の精

神の無意識的承認である。」（同上書） 

 

「本能」という語が孕みやすい通俗的で否定的なニュアンスを懸念する向きは、この「無

意識的承認」がニュートラルで受け止めやすい語かもしれない。しかし、それはどちらで

もいいのだ。要するに、動物界においても人間界においても「相互扶助」というのは、進

化の長い行程のなかで培われた存在の本質そのもの、意識の深いところに潜在しているあ

る種の資質そのものであるということである。 

 

ここで私はふと、「存在の淋しさ」を「存在の淋しさに似てもっと深いもの」（『星座』）と

して理解する上での啓示を覚えたが、それは別の機会に敷衍すべきテーマにしたい。（「分

断された相互扶助」という論点として） 
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（３）人間社会の歴史において発達してきた「相互扶助」は、近代国家の時代に破壊され

た 

「同業組合やギリシア氏族におけるごとく、個人と団体とが互いに相互扶助を行うととも

に、連合主義によって多大の発意を許された時に、人類史上の二大時代すなわち古代ギリ

シア年時代と中世時代とが現出した。そして、それに次いだ国家時代の間における相互扶

助的諸制度の破滅は、いずれも急速な衰微の時代に当たっている。」（『相互扶助論／結論』 

 

クロポトキンが『結論』の中であっさりとしか触れていないこの論点こそ、今日の私たち

が『相互扶助論』に注目する も肝要な部分である。 

つまり、近代国家の登場によって「相互扶助」はどのように破壊されたのか、という問題

提起である。近代国家以前の人間社会の歴史においては、その時代変遷の中で何らかの劇

的変化があっても、「相互扶助」はその時々の社会形態の変化に柔軟に対応して人類の進歩

的進化を保ち続けた、一つの有効な本能的メカニズムだった。 

しかし、近代国家の時代はその「相互扶助」を破壊することで成り立っている。 

近代国家以前の時代とは、決定的に何が異なっていたのだろうか。 

 

思えば、ダーウィンの「進化論」の二大柱のひとつ「適者生存の原理、生物界の不断の闘

争と生存競争における相互闘争の法則」は、まさにこの近代国家による「相互扶助」破壊

を正当化するイデオロギーとして積極的に吹聴されてきた。この、ダーウィン「進化論」

の歪曲による「進歩的進化」の抹殺こそが、近代国家時代がもたらした歴史的悲劇を象徴

的に説明する自家中毒であるという捉え返しが、クロポトキンの『相互扶助論』が著した

深刻な総括の一つである。 

 

しかし同時に、この深刻な総括を踏まえながらも、それは絶望を意味するものではないと

いうもう一つの希望も示している。 

 

「これを要するに、中央集権的国家の粉砕的権力も、懇篤な哲学者や社会学者などが科学

の名の下にもたらした相互憎悪と容赦のない闘争との教訓も、人間の理知と感情とに深く

根ざして今日までのあらゆる進化によって打ち固められてきた人類協同の感情を破壊する

ことができなかった。人類の初めからの進化の結果であるこの感情は、同じ進化の中にあ

る一面によって圧迫されることはできない。家族とか、貧乏人町の近所の人々の間とか、

農村とか、あるいはまた労働者の秘密結社とかいう狭い範囲の中に 後の隠れ家を見出し

ていた相互扶助や相互支持の欲望は、再びわれわれの近代社会にその頭をもたげ出して、

従来も常にそうであった進歩の主要作因たるその権利を要求している。これ、前二章に簡

単に列挙した諸種の事実を考察する時、われわれが必然に到達しなければならぬ結論であ
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る。」（『相互扶助論／第八章 近代社会の相互扶助（続）』より） 

 

これは、『相互扶助論』の本文 後のパラフレーズである。 

これまでの人類史の中で、「相互扶助」を圧迫する も深刻な状況に陥っている現代にお

いてもなお、人間にとっての本能である「相互扶助」は死滅していない、というクロポト

キンの確信に満ちたメッセージである。 

 

このことについて解説を試みている大窪一志著『甦れ、相互扶助』（『相互扶助論』解説に

所収）から、いくつかの考察と注釈に目を通しておきたい。 

 

（４）人格的結合の相互扶助が解体され、抽象化された個人が国家に統合された 

「これら自立したコミュニティ、アソシエーションの内部に具体的で人格的なかたちで成

り立っていた相互扶助は、均質な社会的原子の間の抽象的で非人格的な関係として、国家

を通じて行われることになっていった。これをクロポトキンは、「国家による社会の吸収」

と表現している。「国家があらゆる社会的機能を吸収してしまったことは、必然に、放縦な

そして偏狭な個人主義の発達を助けた。」（『甦れ、相互扶助』大窪一志より） 

 

「近代世界は、こうして国家と社会を分離させ、具体的で人格的な相互扶助を、抽象的で

非人格的な制度に疎外してしまい、それによって相互扶助の生きた生命を窒息させようと

するのである。この世界が疎外と分裂に引き裂かれてしまうのは、その世界が「一人は万

人のために、万人は一人のために」（one for all,and all for one）ではなく「各人は自

己のために、国家は総人のために」（every one for himself and the State for all）と

いう「実現に成功したこともなく、また今後といえども決して成功することはないだろう」

原則の上に築かれているからだ、とクロポトキンはいう。」（同上書） 

 

これが、今日の資本主義経済と国家体制の下における「相互扶助」圧殺の構図である。一

見、個人主義的な民主主義体制をなぞっているかのような図式だが、その実態がいかなる

ものか、私たちは日々、その尤もらしい仮面の下の暴虐な素顔に辟易してはいないか。表

面的には綺麗な言葉、しかし空虚で偽善的な言葉で言い繕った虚偽と強弁を押し通す現政

権下における偽りの民主主義が、自治と相互扶助を縊死寸前の状態に追い込み国家権力に

よる独裁的状況下に置いていることを、否が応でも実感する日々ではないか。日本だけで

はないが、日本は 悪の状態をより過酷に更新し続けている国である。 

「相互扶助」は、死滅したのだろうか。 

 

あるいは、そのように感じないという人もいるだろう。それはそれでその人なりの理由と

背景と感覚があるのかもしれない。しかし、だからと言って今日の日本のように、怒りと
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悲しみと諦めと息苦しさの日々を余儀なくされている多くの人々を放置し抑圧し続けてよ

いはずはない。 

クロポトキンの時代認識もまさに私たち現在の時代認識と同じ境地にあったことが、『相互

扶助論』からうかがえる。だからこそ、私たちは今「相互扶助」の再認識と回復を希求し

ているのだ。 

 

「相互扶助」は実現や創造の対象ではなく回復の対象であることを踏まえ、元来人間社会

に備わっていたにも関わらず国家権力によって破壊されつつある状況を押し戻して、本来

の姿を「回復」しよう、というのが『相互扶助論』である。無かったものを新たに造成し

よう、というのではない。元々あったものを破壊されつつある状況から救い出し、回復し

よう、というのが『相互扶助論』の根底におけるメッセージだ。 

そのことを、大窪はより鮮明に次のように言っている。 

 

「問題は、その本能であり無意識であるものが、意識によって抑圧され発言を妨げられて

いるというところにある。それも、近代にいたって、国家と市民社会が分裂し、相互扶助

の社会的機能が国家の公共活動に吸収されてしまったがために、社会の具体的場面におい

ては、その抑圧が全面的なものとなり、抑圧されていること自体がわからないほどまでに

なっているのである。近代は、農奴（※これを、有島農場の時代に即して＜地主−小作関係

＞と読み換えてもいい）解放などを通じて人格的隷従関係から個の解放をもたらしたが、

そこに生み出された個は、このように公（国家）と私（社会）の間に分裂した個だったの

である。」（同上書） 

 

極めて深い、鋭い指摘である。特に・・・ 

 

「・・社会の具体的場面においては、その抑圧が全面的なものとなり、抑圧されているこ

と自体がわからないほどまでになっているのである。」（上記引用の部分的再掲） 

 

たとえば、有島武郎が農場を解放し共生農団の運営に託した「相互扶助」の理念が、戦後

GHQ の意向を忖度した日本国政府によって半ば強制的に解体させられ、個々の農家単位に

分断させられたことなどは、そのわかりやすい歴史的事象の一つであると言える。 

その圧力を受け入れた当時の人々の心情などのなかに、分析を深めるべき課題があるよう

な気がする。 

 

（５）相互扶助を国家制度から再び解放するために 

では、このように窒息を余儀なくされつつある「相互扶助」を国家権力による制度的桎梏

から解放し回復するためには、どのような道筋が考えられるのか。 
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大窪は、クロポトキンの考えを次のようにまとめ直している。 

 

「このように強く抑圧されている相互扶助の本能、無意識の良心を、意識の牢獄から解放

し、社会生活の具体的場面において発現していくことが今求められている。そしてそのた

めに必要なのは、愛や同情や道徳律ではなくて、人間の生命の本源に帰ることなのだ。そ

のためには、内に向かう野生の再開発こそが必要なのだ。」（同上書） 

 

「だから、問題は、目的意識的にどのような組織を実態としてつくりだしていくか、とい

うようなところにあるのではない。生命の本源的な力をいかにして発現していくのか、と

いうところにある。」（同上書） 

 

有島武郎の『カインの末裔』や『或る女』『惜しみなく愛は奪う』を彷彿とするメッセージ

ではないか。 

一見、現実界とは次元の異なる文学的メッセージにも思えるラジカルな主張だが、その実

現可能性について、窪田はクロポトキンの趣旨を汲みながらも、現代社会に新たに生まれ

てきた潮流を見据えながら次のような戦略的イメージを提示している。 

 

「いま、特に日本を含む先進国では、新しいタイプの協同組合や NPO、相互扶助・互酬型

システムを備えたボランティア組織、地域通貨・自由通過の試み、企業組合などによる生

産手段の共同所有・共同使用、各種のワーカーズコレクティヴや生産協同組合の発達など、

新しい自立した社会組織とそれら相互の協働関係が生まれている。それらは、クロポトキ

ンが本書で叙述してきたように歴史の底流にたゆまず存在していた相互扶助の、グローバ

リゼーション時代における新たなかたちでの再生にほかならない。」（同上書） 

 

「それは、こうした価値観の転換（※国民総幸福量指数 GNH など）を基礎にした自治と相

互扶助の連合社会をめざす社会革命しかないのではないだろうか。そして、それは、いっ

さいの権力から遠く離れて、われわれ自身が生活の中から起こすことのできる静かな革命

なのである。そして、それが今求められている社会再建につながる。」（同上書） 

 

このメッセージは、有島武郎の文学創造における戦いや農場解放、そして、今日のニセコ

町まちづくり基本条例が目指す「自治と相互扶助」に通底する根源的なベクトルを感じさ

せる。 

そのベクトルの回帰係数を見定めるために、再び、有島武郎の文学創造とその思想的背景

などを探ることにする。 
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３ 有島武郎にとっての相互扶助（その２） 
〜『惜しみなく愛は奪う』（有島武郎著／T6.6＆T8.7）から 

 

『クロポトキン』(T5.7)以降に、有島武郎がクロポトキンもしくは「相互扶助」に言及し

た 初の機会は、『惜しみなく愛は奪う』初稿版（T6.6）である。 

 

「人間までに発達しない動物の中にも相互扶助の現象は見られるではないか。お前の愛己

主義はそれをどう解釈するつもりなのか。」（『惜しみなく愛は奪う』十八章） 

 

この箇所での言及内容は反語的にやや込み入っている上、当面の論述に不可欠な分析対象

にはならないので詳述せず、本筋を急ぐために、『惜しみなく愛は奪う』の初稿版と定稿版

の時期が、武郎がクロポトキンに触れる文章を世に公表する時期と微妙な重複が見られる

ので、このことを先に述べておきたい。 

 

『惜しみなく愛は奪う』の初稿版（定稿版の第 15 章から 19 章までの部分）が発表された

のは 1917（大正 6）年 6 月発行の『新潮』であるが、その 1 年前の 7 月の同誌に『クロポ

トキン』が発表されている。深読みすれば、『新潮』編集部の求めに応じて『クロポトキン』

を書いたことでクロポトキンへの想いが再燃（？）し、その延長上に『惜しみなく愛は奪

う』初稿版が書かれた、と言えなくもない。直接の密接な関係にはないにしても、『惜しみ

なく愛は奪う』の中に濃密に漂っているクロポトキンの影を思うと、武郎の内在的な問題

意識としてクロポトキンの『相互扶助論』が何らかの影響を与えていたことは想像に難く

ない。 

さらに、『惜しみなく愛は奪う』の定稿版が発表された 1919（大正 8）年 7月の半年後 1920

（大正 9）年 1月には、『クロポトキンの印象と彼の主義及び思想に就て』が発表されてい

る。森戸事件が直接のきっかけだったとは言えこれらのタイミングは単なる偶然とは考え

にくく、『愛は惜しみなく奪う』と「相互扶助」の密接な関連性について暗示するものを感

じる。 

 

それは、『惜しみなく愛は奪う』の根幹にあたる概念「本能」あるいは「愛」についての論

述が、『相互扶助論』の「本能」あるいは「愛」と対角線上に捩れを見せていることに現れ

ている。とは言え、捩れを見せているのは「愛」の概念規定であって、「本能」については

『相互扶助論』と『惜しみなく愛は奪う』とでほぼ同じ概念なので、両者の内在的な関連

性についても首肯せざるを得ないものがある。 

 

「本能とは大自然の持っている意志を指すものとも考えることもできる。野獣にはこの力

が野獣なりに赤裸々に現れている。自然科学はその現れを観察して、詳細にそれを記述し
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た。而してそれが人類の活動の中にも看取せられるのを付け加えた。この記述はいうまで

もなく明らかな事実である。」（『惜しみなく愛は奪う』十四章） 

 

まさに『相互扶助論』の本質を彷彿とする部分である。『惜しみなく愛は奪う』の中核部分

を導くキーワード「本能的生活」の概念が、クロポトキンの「相互扶助」における「本能」

をそのまま踏まえていることが示されている。しかも、動物と人間双方の「本能」がとも

に「大自然の持っている意志」に包摂されていることを示したことで、『相互扶助論』の本

質をより一層大きなスケールの下で明確に示していると言える。 

しかし、まさにこの地点から、武郎はクロポトキンの論述とは一見異なる論理展開を見せ

始める。 

 

「然しここまで私の考察を書き進めてくると、私はそれを特殊な名によって呼ぶのを便利

とする。人間によって切り取られた本能―それを人は一般に愛と呼ばないだろうか。」（同

書十五章） 

 

先輩学者たちが「相互扶助」理論において根拠としていた「愛と同情」をクロポトキンは

批判的に退けたが、そのクロポトキンの「本能」を根拠とした『相互扶助論』と大きな齟

齬を見せるような武郎の概念規定に見える。 

しかし、実はそうではなくて、クロポトキンが批判した「愛」とは異なる地平からの含意

で、武郎は＜本能＝愛＞と規定したのである。 

 

「愛は人間に現れた純粋な本能の働きである」（同書十五章） 

 

武郎は、「本能」という言葉が孕みやすいある種の誤解を避けるために、それよりは誤解が

生ずる余地が比較的少ない「愛」という言葉に替えたようにも思われるが、どうもそれだ

けではないようだ。それは、『愛は惜しみなく奪う』そのものの も本質的な論理展開部分

に属することなのでここでは詳述を避けるが、「本能」→「愛」という言い換えによって、

武郎は、クロポトキンの「本能」概念をより具体的で構造的に解き明かすことを狙ったも

のと思われる。そして、その解明が可能になるのは、知的理論化によってではなく、まさ

に本能としての愛の体験によってであると、立論を実存的深みに誘い込んでいる。 

 

「本能を把握するためには、本能をその純粋な形に於て理解するためには、本能的生活中

に把握される外に道はない。体験のみがそれを可能にする。」（同書十五章） 

 

確かに、これはとても納得できることだ。 

折々に近似的体験をしているではないか。 
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このように「愛」と言い替えられた「本能」は、いよいよ『惜しみなく愛は奪う』の も

本質的な論述部分に差し掛かる。 

 

「愛は本能である。かくの如き境地に満足する訳がない。私の愛は私の中にあって 上の

生長と完成とを欲する。私の愛は私自身の外に他の対象を求めはしない。私の個性はかく

して生長と完成との道程に急ぐ。然らば私はどうしてその生長と完成とを成就するか。そ

れは奪うことによってである。愛の表現は惜しみなく与えるだろう。然し愛の本質は惜し

みなく奪うものだ。」（同十六章） 

 

「愛は自己への獲得である。愛は惜しみなく奪うものだ。愛せられるものは奪われてはい

るが不思議なことに何物をも奪われてはいない。然し愛するものは必ず奪っている。」（同

書十七章） 

 

『惜しみなく愛は奪う』の も中核となる論述部分である。 

しかし、ここでは、もう一つの意味合いについても注目したい。 

 

「愛」は互いに相手から奪い合うことによって相手から何も減ずることなく自らを豊かに

するというメカニズムだが、その行為が相互に及び合うことで、それらは双方から相互に

一体化する。 

 

これこそが「相互扶助」のメカニズムである、と言えないだろうか。 

互いの「愛」によって奪い合うことにより、「相互扶助」が成り立っている。 

これは動物界においても同じである。というか、動物同士の間では、互いに犠牲心から与

え合う「愛」よりは互いに奪い合うことで双方とも豊かになる「愛」の方が、人間の場合

以上に端的でわかりやすいメカニズムといえるかもしれない。 

 

「この求心的な容赦なき愛の作用こそは、凡ての生物を互いに結び付けさせた因子ではな

いか。野獣を見よ。如何に彼等の愛の作用（相奪う状）が端的に現れているかを。」（同書

十七章） 

 

まさに、「愛」による「相互扶助」である。 

武郎は、クロポトキンが退けた「愛」を、その内部構造のダイナミズムを明らかにするこ

とで「本能」の内部構造と一体のものとして精緻化したのである。 

 

武郎は、さらにこの論理構成を、イエスに即して別の側面からも論述している。 
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「「汝自身の如く隣人を愛せよ」といったのは彼れではなかったか。彼れは確かに自己を愛

するその法悦をしみじみと知っていた 上一人ということができる。」（同書十八章） 

 

「相互扶助」は「自己愛」ということになる、と証しているのである。 

これは人間界においても動物界においても極めて自然なことであり、そしてこれは、奪い

合う愛によって実現している極めて自然な現象としての「相互扶助」だと示しているので

ある。 

 

武郎は、クロポトキンの『相互扶助論』を、さらにもう一つの視点からより一層構造的に

深めている。 

それは、クロポトキンが著書の中で次のように述べて、研究を先に伸ばした重要な論点に

ついて言及したものである。 

 

「すなわち本書は、進化の主なる一要素としての相互扶助の法則を論じたもので、進化の

あらゆる要素とその相互の関係とを説いたものではない。この 初の書が書かれて、初め

て後の書が書かれ得るようになるのだ。」（『相互扶助論／序論』クロポトキン） 

 

武郎は、クロポトキンが後世に託した研究課題に向けて、問題提起となるような論を展開

している。 

 

「社界主義はダーウィンの進化論から生存競争の原理を抜いてその主張の出発点としたこ

とは前に述べた通りだ。クロポトキンはこれに対立して無政府主義を宣言するに当り、進

化論の一原理なる相互扶助の動向を取ってその論陣を堅めた。両者共に、個性から発して

動植物両界の致命的要素たる本能であるとせられている。一方の主義者は生存競争の為の

相互扶助だと主張し、一方の主義者は相互扶助の為の生存競争だと主張する。私はここで

敢て主義者の見地を裁断しようとも思わないし、又私の自然科学に対する空疎な智識はそ

れをすることも許しはしない。」（『惜しみなく愛は奪う』二十二章） 

 

「加之科学的研究法の必然的な条件として、凡ての物を二元的に見ることに慣らされてい

た。彼等はひとりでに個性と社界とを対立させた。従ってその結論も個性と社界との中、

個性に重きを置いた場合には生存競争として現れ、社界に重きを置いた場合には相互扶助

として現れたのだ。然し前者には社界が、後者には個性が、少しも度外視されていはしな

い。私達はこの時代的着色から躍進しなければならぬと私は思う。」（同書二十二章） 

 

武郎の軸足は、どちらかと言えば、ボルシェビズムよりアナーキズムに重きがあったよう
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だが、それは、上記の理論的体系化への着眼点にも関わらず、相互扶助への共感がより一

層強かったからとも言える。これはもちろん、クロポトキンの影響のほかに、絶対自由を

至上とするホイットマンの影響によることでもあった。 

 

何れにしても、武郎は、クロポトキンの受け売りではなく、自分自身を根源的に捉え返す

ことにより、「本能」を「愛」へと言い換え概念的にも実体験的にも深める一方で、ダーウ

ィンの「進化論」の中に統合されていた「生存競争」的側面と「相互扶助」的側面を、ボ

ルシェビズムとアナーキズムを止揚する方向で再統合し深めることを提起したのである。 

つまり、単なる理論的な止揚を提起したのではなく、「相互扶助」を圧殺している現実社会

を変革する方向性として、ボルシェビズムとアナーキズムを止揚する社会運動の側面から

問題提起したのである。 

 

武郎は「相互扶助」を『惜しみなく愛は奪う』の中でその根本命題と重ねながら、クロポ

トキンの『相互扶助論』をさらに深める方向性を指し示した。 

そのように深められた武郎の「相互扶助」は、『惜しみなく愛は奪う』定稿板が出版された

2年後の 1922（大正 11)年に、現実の場において実地に試されることになった。 

それが、有島農場の無償解放における根本理念としての「相互扶助」である。 

次に、このことについて考えてみる。 

 

 

４ 有島武郎にとっての相互扶助（その３） 
〜『小作人への告別』（T11.7）、『農場解放記念碑文』（T11.11）などから 

 

『惜しみなく愛は奪う』の中に、農場解放に向けて「相互扶助」を期した伏線を埋め込ん

だと思われる箇所がある。 

第二十章の中で武郎はいくつかの断章を書いているが、その一つとして次のような挿話を

寄せている。 

 

「一艘の船が海賊船の重囲に陥った。若し敗れたら、海の藻屑とならなければならない。

若し降ったら、賊の刀の錆とならなければならない。この危機にあって、船員は銘々が

も端的にその生命を死の威脅から救い出そうとするだろう。而してその必死の努力が同時

に、その船の安全を希わせ、船中にあって疲れと協力すべき人々の安全を希わせるだろう。

各員の間にはいわず語らずの中に、完全な共同作業が行われるだろう、この同じ心持ちで

人類が常に生きていたら。少なくとも事なき時に、私達がこの心持ちを蔑ろにすることが

なかったならば。」（『愛は惜しみなく奪う』二十章） 
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これを読んで『小作人への告別』（1922(大正 11)年 7 月 18 日）や『農場解放記念碑文』（同

年 11 月）を連想するのは、私だけだろうか。 

 

「終わりに臨んで諸君の将来が、協力一致と相互扶助との観念によって導かれ、現代の悪

性度の中にあっても、それに動かされないだけの堅固な基礎を作り、諸君の精神と生活と

が、自然に周囲に働いて、周囲の状況をも変化する結果になるようにと祈ります。」（『小作

人への告別』より） 

 

「諸君の将来が、協力一致と相互扶助との観念によって導かれ、現代の不備な制度の中に

あっても、それに動かされないだけの堅固な基礎を作り、諸君の正しい精神と生活が、自

然に周囲に働いて、周囲の状況をも変化する結果になるやうにと祈ります。」（『農場解放記

念碑文』より） 

 

前者は 1922（大正 11）年７月 18 日に有島武郎が弥照神社で小作人に告げた解放宣言の全

文を同年 10 月 1 日発行の『有島武郎個人雑誌 泉』第１巻第１号に掲載したものであり、

後者は農場解放を記念して碑を建てたいという小作人たちの要望に応えて武郎が送った碑

文案であるが、ほとんど同じ内容と表現である。 

この中で、武郎は小作人たちに「協力一致と相互扶助」が農場の共同経営にとって不可欠

の理念であることを訴え、国家権力や資本主義など「現代の不備な制度（武郎は当初これ

を「現代の悪制度」と書いたが、後に周りのアドバイスを容れて少しトーンダウンしてい

る）」からの圧迫を跳ね返す力になること、そして、そのことを通じて周辺にもこの理念が

波及して広がっていくことを期待したい、という、いわば自治と連携の両面において「相

互扶助」が農場の経営維持に寄与するだろう、と小作人たちを励ましている。つまり、解

放された農場の「進歩的進化」に向けて「相互扶助」のもとで迎え戦うべき相手は、北海

道における過酷な自然の猛威であり、国家権力や資本主義による政治的社会的経済的圧迫

である。この前代未聞の困難な戦いへの覚悟を、小作人たちに期待したのである。 

武郎が狩太の地で開始した農場の無償解放という歴史的実証実験において、「相互扶助」を

大の拠り所として農民が自らをトレインし成果をクリエイトすることが不可欠であり

（『農場開放顛末』）、「相互扶助」は周辺からの圧迫に抗して生き残るための基軸となる戦

略である、と農民に呼びかけたのであった。 

 

そのことをおぼろげながらも察知したが故に、無償解放を受け止めてこの地に残った農民

たちは農場の経営に向けた「相互扶助」の戦いに固い決意を誓ったのではないか。 

この宣言を受け止めた小作人たちは、1924（大正 13）年 7 月 15 日、有限責任狩太共生農

団信用利用組合を結成し、「相互扶助」の船出に乗り出した。 

まさに、武郎が『惜しみなく愛は奪う』二十章で描いた、海賊と戦う船乗りたちの寓話そ
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のものである。 

 

官憲により碑文化が禁止された『農場解放記念碑文』は、吉川銀之丞によって共生農団の

総会会場に毎回必ず掲示されたという。 

 

「相互扶助」を訴えた武郎の理念が団員の精神に次第に浸透していった歴史が、残された

文書記録などからうかがえる。そのような歴史を辿りながら、クロポトキンそして有島武

郎の「相互扶助」は、有島農場の地、狩太ニセコの地にいかに根付こうとしてきたのか。 

共生農団の歩みの中で、「相互扶助」はどのように回復の道を歩み、かつ、どのように破壊

されたのか。 

その歴史的体験を、『ニセコ町まちづくり基本条例』の中でどのように総括し、そのような

新たな回復の道を目指したのか。 

 

本稿の続編の中で、狩太共生農団にとっての「相互扶助」の推移、及び、ニセコ町が掲げ

る「自治と相互扶助」の実相を検証してみたい。 

 

（続く） 

 


