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京阪経済研究会 2007年 6月 16日 参考論文 

開発経済学としての河上肇『貧乏物語』 

牧野邦昭 

 

はじめに 

 

河上肇の『貧乏物語』（連載：1916 年 9 月～12月，単行本 1917 年）は日本の経済思想

において一つの転機を示した書である。明治時代後半になって資本主義が発達するに従い，

日本においても貧困など各種の社会問題が発生するようになる。社会問題を予防すること

で社会不安を解消しようとする立場から社会政策学会第 1回大会が 1907年に開かれ，また

1908年には内務省の強力な指導によって第 1回感化救済事業講習会が開催され，これを契

機にイギリスの COS（慈善組織協会）をモデルとして中央慈善協会が組織された。一方，

日清・日露戦争による鉱工業労働人口の増加と，貧富の格差の拡大は労働運動・社会主義

運動の高調を引き起こす。社会主義運動は大逆事件（1911 年）で一旦後退するが，政府と

してもこうした動きへの対処を迫られ，1911 年には最初の労働者保護立法である工場法が

制定され 1916年から施行された。明治末期から大正にかけての社会問題への関心の高まり

の中，経済学を用いて貧乏の原因と解決法を探ろうとした『貧乏物語』は，まさに時代の

中で生まれてきた本であった。 

ただ，『貧乏物語』の結論として河上が「富者による奢侈の廃止」を挙げたことに対して

は多くの人が違和感を覚え，道徳的解決に落ち着いたことについて批判がなされた。河上

自身も『貧乏物語』をやがて絶版にしてマルクス主義者となっていくため，『貧乏物語』は

多くの人々を社会問題や経済学に目覚めさせた本として高く評価される一方，その内容に

ついては「人道主義的」という形で批判的に捉えられてきた。 

しかしながら，そもそもなぜ河上が『貧乏物語』を書いたのか，またなぜ当時の欧米の

経済学を熱心に研究していた河上の結論が「富者による奢侈の廃止」だったのかは，河上

および『貧乏物語』形成史の研究が無数あるにも拘らず依然として問題として残っている。

本稿はこうした問題に対し，河上の『貧乏物語』前後の経済学研究・思想と，『貧乏物語』

の理論的側面1に注目することで分析しようとするものである。本稿の結論は，『貧乏物語』

は河上が欧米に比べ経済的劣位に置かれていた日本経済の資本不足，生産性の低さといっ

た問題を克服するための条件を示した一種の「開発経済学」であったというものである。 

                                                   
1 『貧乏物語』の理論的側面に注目した研究は，辻村江太郎『日本の経済学者たち』日本評論社，1984年，

八木紀一郎『近代日本の社会経済学』筑摩書房，1999年など。特に辻村は『貧乏物語』とハロッド・ドー

マー的な成長モデルとの類似性を指摘している。ただ辻村は『貧乏物語』はフィッシャーの影響で一般均

衡理論の影響を受けているのではないかとしているが，私見ではあまりそのような発想は『貧乏物語』中

には見られない。 

 なお，初期河上の経済思想の変化に関する研究としては小林漢二『河上肇―マルクス経済学にいたるま

での軌跡』愛媛大学経済学研究叢書，1992年が詳しい。 
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１ 河上はなぜ貧困に注目したのか 

 

（１）『貧乏物語』の非連続性 

 河上肇は「人道主義者」といわれる。実際，大学生時代に足尾鉱毒事件の講演を聴いて

自分の持つ衣類を総て寄付したり，利他心に基く真理を得たとして伊藤証信の無我苑に入

信したりするといった行動は人道主義者としての河上という評価を裏付けている。しかし，

河上がなぜ『貧乏物語』を書いたのかは，実はこうした人道主義者という点からだけでは

説明できない。 

 『貧乏物語』の構想は 1915年 12月ごろに固まってきたようであり，「貧乏物語」を大阪

朝日新聞で連載した 1916年こそ貧困の問題に関する多くの論文や講演を行っているが，そ

れ以前には河上は実はあまり貧困の問題を取り上げていない。貧困や生活難に関する記事

や論文は 1914年以前には一年にせいぜい１～2本程度である。河上の経済学研究の変遷か

ら見ても，貧困への注目はやや唐突な印象を受ける。もちろん，ヨーロッパ留学でヨーロ

ッパ各国の実情を知ったことが貧困問題への関心を高めたであろうことは事実であるが，

ヨーロッパ留学から帰国した直後に大阪朝日新聞で連載した「祖国を顧みて」では貧困の

問題には一切触れられていない。貧困への注目はヨーロッパの体験もさることながら，明

治末期以降の河上の思想の変化が大きく影響している。 

 

（２）国民経済学者としての河上 

もともと河上は自由貿易を主張する『東京経済雑誌』に対して，『日本経済新誌』を主宰

し，自由貿易主義は農業を衰退させ農業人口を減少させることで兵士の質を落とし，奢侈

の増加や愛国心の喪失をもたらすとして保護貿易を主張する国民経済学者としての側面を

持っている2。そして農業の衰退が都市への人口集中と貧民の増加，都市衛生の悪化をもた

らしているとしてこの側面から貧民の各種の統計や「花園都市」に関心を示している3。 

河上が「貧乏物語」を連載する一年前に出版された『祖国を顧みて』は「彼が学的生涯

を送るべく決意して以後研鑽を積んできた『日本尊農論』『日本農政学』『社会主義評論』『時

勢の変』『経済と人生』等に脈打つ，近代日本の国情に対するあの憂国の至上に支えられた

鋭い考察を下敷きにしておこなった西洋文明の比較文化論的エッセイ」4であり，河上は第

一次大戦においてヨーロッパ列強が互いに争っている中で「此千載一遇の大時節に際し

吾々日本民族は大に其手を延ばさなければ為らぬ」「拱ける其手を延ばして，二千五百年来

養ひ来れる吾等の血をして其全力を発揮する所あらしめよ」（全集 8巻 p78-79）と強く主張

している。こうした河上の国民経済学者としての延長線上に『貧乏物語』を見ることは必

                                                   
2 「農業と時勢の変」(1908)「国情一変せん乎」(1908)等（『河上肇全集』第 5巻所収。なお，以下『河上

肇全集』は単に全集と略す） 
3 「人口は滔々として都会に流入す」（1907－1908）「貧民生活費の統計的研究」（1908）「都会の小児死亡

数」（1909）（全集第 5巻） 
4 住谷一彦「解題（河上肇全集第 8巻）」p504 



 3 

ずしも不自然ではないだろう。 

河上が当時日本経済の反面教師としていたのはイギリス経済であった。河上は前述した

ように国民経済学者としての立場から農業と貿易の問題に関心を抱いていたが，その様な

点からイギリス経済に注目している。河上は単行本の『貧乏物語』ではロイド＝ジョージ

を社会改良者として賞賛しているが，それ以前に高く評価していたのはロイド＝ジョージ

とは対立していたジョセフ・チェンバレンだった。河上はイギリスにおける保護貿易的立

場からの関税改革と帝国特恵の完全な制度化の主張とそれを巡る保護貿易派・自由貿易派

の対立に注目している。河上は自由貿易主義を空想的であるとする立場からチェンバレン

の保護貿易主義について「我輩は窃に彼が為めに彼れの雄図の何時かは空しからざるべき

を祈ると共に，英国々民が空しく学理的空想の為めに過まらるゝ事久しからざらんを希

ふ。」と強く支持し，日本においては自由貿易主義信奉者が多いと嘆いている5。特に保護貿

易を主張する『日本経済新誌』において論陣を張った河上は，イギリスにおいて輸出増の

多くが石炭であり製鉄業や紡績業がアメリカやドイツの後塵を拝しつつあること，農業が

著しく衰退していることを指摘してイギリス経済が自由貿易の下で停滞していることを強

調している6。河上はチェンバレンのほかにもバルフォア，ウィリアム・カニンガムら保護

貿易側の論者を多く紹介している7。河上の見るイギリス経済は自由主義によって衰退に向

かう経済であった。それゆえ河上はドイツが保護貿易政策，労働者保護，農業保全を行っ

ていることを指摘してドイツを見習うべきだと訴えていた8。『貧乏物語』ではドイツが四方

の敵と戦いつつも持ちこたえていることが言及されているが，これはこうした以前からの

イギリス・ドイツ評価の反映といえる。 

『貧乏物語』中ではなぜ貧乏を無くさなければならないのかは明確には書かれていない

が，『貧乏物語』とほぼ同じ内容で連載の前に行われた講演「貧困」（1916年，全集 8巻）

では，「斯くの如く社会の多数の人々が貧困状態に陥つて居ると云ふことは，実に今日の社

会の一の大きな病気である，昔，孔子は「食を足し，兵を足し，民をして之を信ぜしむ」

と申されて居るが，実に其の通りであつて，先づ食を足さなければ兵を足す，即ち軍備を

充実すると云ふことも駄目であるし，又信の途を立てる事，即ち教育や道徳を振興させる

ことも総て駄目である。」9と述べて貧困が社会の様々な面に悪影響を与えていることを指摘

する。そしてイギリスの軍人志願者の体格の悪化が食物公給条例に至ったことを紹介し「た

だ此の一事を以てしても多数の者が貧乏線以下に落ちて居ると云ふことは，如何に思い掛

                                                   
5 「英国最近の経済政策」（1906年，全集第 3巻 p302）。その他，「豊年」「評論実業界の学派」（1906年，

全集第 3巻）など。 
6 「英国今日の経済的地位」（1907）全集第 4巻，その他「保護貿易と自由貿易」（1910）全集第 4巻 
7 こうした河上の保護貿易と農業保護（それによる社会問題の解決）の主張を，チェンバレンやカニンガ

ムらによって主張された「社会帝国主義」（国内社会問題の解決のために保護貿易を行うべきであるとする

主張）と比較することは有意義であると思われる。（B.センメル，野口健彦・野口照子訳『社会帝国主義史』

みすず書房，1982年） 
8 「独逸に学ぶべき所」（1908） 
9 当時の河上はマルクスの唯物史観を経済中心史観と考えており，道徳を立てるためにはまず経済を発展

させるという「恒産無くして恒心なし」的なものとしてとらえていた。 
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けない所に於て，様々の方面に於て，国力の発展を妨げて居るかと云ふことが分るであら

うと思ふ。日本でも多数の者が段々貧乏に落ちて来ると云ふやうな事では，何うしても将

来立派な軍人を得ると云ふことが出来なくなるに相違ない」と述べている。こうした河上の

国民経済学者としての立場が，徐々に社会問題の解決を優先する立場へと変化していく時

期に『貧乏物語』は書かれている。 

 

（3）個人への着目 

 明治 30 年代に比べて明治末期の河上の論調に変化が見られるのはよく指摘されている10。

ただそれが「絶対主義的な国家観が，ようやくにしてやぶられつつある」11ことは事実であ

るが，同時にそれは個人を媒介とした国家観への転換でもある。 

 河上は日本を「日本独特の国家主義」の中で，日本では「国家は目的にして個人は其の

手段」であるが，西洋では「個人が目的にして国家は其の手段」であると対比させ，「日本

に於ける国家主義の妙用は合力の方面に表はれ西洋に於ける個人主義の妙用は分業の方面

に表はる」ことが日本は戦争に強いにもかかわらず経済において立ち遅れている原因とな

っていることを指摘する12。そして河上は個人主義と社会主義は同等の精神に立つものであ

り13，これが日本において社会主義が排斥される原因であるとする。河上は国家主義に立つ

日本は「一大強国」を実現したものの，一方では個人は弱いままであると指摘し，国家主

義をむやみに強調する風潮には反対する。「故に吾人は今後に於ける此の国家主義の健全な

る発展を熱望して已まざるなり。乍併，吾人は日本民族の特徴たる此の国家主義に無用有

害の媚を呈せんとする一切の論説，運動，政策乃至制度に反対す。」そして「日本国は如何

にも強けれど，日本人は慥に弱し。西洋の個人主義を甘く同化して（必ずしも之を敵視す

るの要なからん），日本人をして鬼に金棒たらしめんとするの念願切なり」として，個人を

もっと重視することを訴えている。河上はこの時期一貫して「機械の導入」（生産性向上の

ための投資）を行わなければ日本の経済の発展は見込めないとして機械の発明の重要性を

強調しているが，「我国に絶えて偉大なる発見発明の起らざるは，其の原因主として亦た此

の国民性に淵源すと信ずるもの也」であって，「変種の発生を呪ひつゝ発明の起らん事を望

むは，山を掘りて魚を求むるの類のみ。」と，個人の創意を生かして経済を発展させていく

ためにも「思想の自由」が必要であると訴えている14。 

国家の構成員としての個人を保護することが必要であるとする主張はこの時期から広く

見られるようになった。社会政策学会第 1回大会は 1907年に開催されており，犯罪者の人

                                                   
10 内田義彦「明治末期の河上肇」『日本資本主義の思想像』1967年。内田は『時勢之変』が大逆事件公判

中に書かれたことを指摘した。 
11 同上，p200 
12 「日本独特の国家主義」『経済と人生』全集第 3巻 p124-125 
13 個人主義と社会主義を対立するものとしない河上の主張はシェフレ，イリーの影響を受けているようで

ある。同様の主張は大川周明にも見られる。（宮本盛太郎「河上肇に関する若干のメモ」『政治経済史学』

206号，1983年） 
14 「米作の改良と日本民族の発展」全集第 5巻 p392 
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格に応じて量刑を決定し将来の犯罪を予防することを目的とした新刑法が牧野英一らの主

張を反映して 1908年に制定された。河上も新刑法に注目している15。さらに福田徳三は個

人と国家は共に人格であり，国家は自己を構成する個人の人格を社会政策により尊重して

いくことで発展していくことができるとする社会政策理論を提唱した16。1917 年には岡山

県において「社会の向上」や「地方の改良」のため「個人の心身を健全ならしめ」る事を

目的とした「済世顧問制度」が設けられている。河上が講演「貧困」で述べた「貧困を無

くさなければならない原因」は，河上の本心であったかはわからないが，当時の社会にお

ける貧困観の転換を反映したものであったということは言える。 

 

２ 『貧乏物語』の内部構造 

 

（１）「貧乏」の意味 

 河上が問題とする「貧乏」は肉体を維持していくに足るだけの物資を購入できるだけの

所得を得ていないという意味での絶対的な貧乏（貧乏線 poverty line 以下の所得しか得ら

れていない状態）のことを指し，相対的貧乏（不平等・格差の拡大）のことではない。も

ともと河上が繰り返し主張していたのは機械の導入により特に農業分野において生産性を

上昇させていくことであり，かつて河上は「生活難を救ふ」ためにはドイツで見られるよ

うな様々な技術革新を行っていくことが必要であると主張していた17が，機械の導入により

日本よりも遥かに生産性の高いはずの欧米でなぜ「貧乏線」以下の貧民が多いのかは，解

かなければならない謎であった。 

 

（２）「資本」概念の問題 

 あまり『貧乏物語』との関係では注目されていないが河上は『貧乏物語』を書いていた

時期に資本についての研究をしている18。河上は資本の概念を次のように述べている。 

 

資本トハ浮キ上リ居ル所ノ一般的購買力ヲ有スル剰余財産ノ謂デアル。…茲ニ浮キ上リ

居ル一般的購買力ト謂フハ，其購買力ガ何等ノ享楽財又ハ生産財ニ放下サレ具体サレ居

ラザルコトヲ意味スル。サレバ資本ハ勿論享楽財ヨリ成リ立タズ，又生産財ヨリ成リ立

タズシテ，専ラ交換財ヨリノミ成リ立ツモノデアル。 

 

                                                   
15 「新刑法と時代思潮」『経済と人生』（1911）全集第 3巻 
16 宮島英昭「1920年代初頭の‘社会政策的自由主義’」『社会経済史学』第 50巻第 1号，1984年 
17 「生活難の根本的救済」全集第 7巻 
18 「資本ノ概念」『経済論叢』第 3巻第 1号，1916年，全集第 8巻，その他「資本ノ真概念ノ発展」（1916）

全集第 8巻，「純粋資本（資金）ト資本財トノ差別及ビ関係ヲ論ジテ諸家ノ批評ニ答フ」（1917）全集第 9
巻。河上の資本概念がフィッシャーなどの影響を受けたものからマルクスのそれに変化したことは杉原四

郎『ミル・マルクス・河上肇』（ミネルヴァ書房，1985年）で言及されているが，それと『貧乏物語』と

の関係には触れられていない。 
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河上は資本とは具体的な財のことを言うのではなく「社会一般ニ通用スル所ノ一定ノ貨幣

価値ヲ有シツツアル財産」のことを指すとし，貨幣のほか信用をも含むとしている。そし

てこれらは享楽にも生産にも用いることができるが，享楽に使われる場合には資本の消費，

生産に用いる場合には資本を回収できるため資本の放下と呼ぶとする。そして一般的購買

力を有する財産の中で，日用の消費など必要な部分から切り離され剰余として残されたも

のが初めて資本となる。例えば河上が挙げている例で言えば，毎月 100 円の所得を得る中

で衣食住に必要な部分を払い，月末に若干の剰余が生じればその剰余が資本であるとして

いる。現代の用語では，家計貯蓄ならびに企業の投資資金を合わせたものが河上のいう「資

本」であると言える。そして経済規模が小さく貧富の格差の大きい当時の日本経済を考慮

に入れれば，家計貯蓄のほとんどは富者が有しており，富者＝「資本」を所有する人間＝

資本家といえる。こうした河上の「資本」概念を理解して初めて『貧乏物語』の以下の記

述が理解できる。 

 

今日余裕のある人々が，奢侈贅沢の為に投じて居る金額は大したものである。さうして

仮に其等の人々が，若し一切の奢侈贅沢を廃止したとするならば，是迄さういふ事に浪

費されて居た金は皆浮いて出て，其が尽く資本に為るのである。それから又，さういふ

奢侈贅沢品を製造する事業の為に吸収されて居た資本も，皆浮いて来るのである。さう

なつて来れば，いくら資本の欠乏を訴えて居る日本でも，優に諸般の事業を経営するに

足るだけの資本が出て来る筈である。（全集第 9巻 p98） 

 

「余裕のある人々」が奢侈をやめれば剰余資金が生まれる。また，奢侈品製造のために用

いられてきた資金も需要がなくなったことで引上げられ「浮いて来る」ことで「浮キ上リ

居ル所ノ一般的購買力ヲ有スル剰余財産」となる。こうしてできた剰余資金＝「資本」を

「諸般の事業」に向けることができれば生産は拡大するはずである。 

河上は続けて，こうした「資本」が持つ一般的購買力，そして「資本」を有する人間（資

本家）の意志がいかに大きいかを強調する。 

 

而シテ国民経済上ニ於ケル資本ノ意義ハ，之ガ利用者（普通ニ之ヲ資本家ト謂フ）ハ社

会ノ剰余ヲ自由ニ処分スルノ権利ヲ有スルト云フ点デアル。例ヘバ資本ヲ有スル者又ハ

有シ得ル者ガ戦争ニ反対スルナラバ，国家ハ戦争ヲ起シ得ザルベク，又彼等ガ学校ヲ建

テ寺院ヲ建ツルコトニ不同意ナラバ，学校モ寺院モ建築サレザルベク，之ニ反シ彼等ニ

シテ之ヲ欲スルナラバ，鉱山モ採掘サルベク，造船業モ起ルベク，大旅館モ大劇場モ建

テラレルベキデアル。元来需要（一般的購買力）ナルモノハ社会ノ生産力ヲ左右スル原

動力ニシテ甚ダ恐ルベキ力ヲ有スルモノナルコト，嘗テ余ノ論ジタル如クナルガ，更ニ

資本テフ剰余ノ一般的購買力ニ至ツテハ，ソガ剰余タルノ性質ヲ有スルダケ其レダケ自

由ニ社会ノ生産力ヲ左右スルノ原動力トナルモノニテ，最モ恐ルベキ力ヲ有スルモノデ
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アル。 

 

河上は『貧乏物語』において「生産が元ではなくて寧ろ需要が元である。」（全集第９巻 p98）

として，奢侈品が生産されるのはそれが需要されるからであることを説いているが，河上

はこのような消費財に対する需要の他，上述のように生産財を購入するための需要が「資

本」によって行われることを重視している。こうした大きな力を持つ「資本」が非生産的

に用いられているというのが河上の問題意識であった。 

 

（３）『貧乏物語』の理論的分析 

 

 以上のような概念を用いて，河上は貧乏の原因を考えるに当たり「富者」「貧乏人」そし

て明示されていないが「生産者」の三つの主体を考えている。富者は多くの所与の所得（資

金）を現在有しており，これを財の購入の他に貯蓄して「資本」にする。「資本」は生産者

によって需要される。貧乏人は富者より遥かに少ない所与の所得しか有していない。財を

必需品と奢侈品に分けると，貧乏人は所得の少なさのために必需品のみを購入し，富者は

必需品の他，必需品の限界効用逓減のために奢侈品を購入する。生産者は富者と貧乏人に

よって需要される必需品と奢侈品を「資本」を用いて生産する。富者が所与の所得のうち

多くを奢侈品需要に回せば，この経済における奢侈品需要は増加する一方で資本として投

資される額は少なくなる。生産者は奢侈品需要の増加に対応させるため，資本のうち奢侈

品生産に向ける分を増やす。富者の投資する「資本」が少なくなった上に奢侈品生産のた

めの「資本」が増加しているので，必需品生産のための「資本」は一層減少し必需品生産

量は減少する。 

 したがって，富者が奢侈品需要を意識的に減少させると，奢侈品需要に回されていた所

得は余剰資金として貯蓄される。また奢侈品需要の減少に対応してそれの生産に利用され

ていた「資本」も不要になる。生産者は「資本」を多く利用できるようになり，それによ

って生産を増加させることができるため，必需品の生産も増加し貧乏人も安価に必需品を

購入できるはずであるとするのが，『貧乏物語』の基本的な構図だった。同書は端的にいえ

ば「資本をどのように創り出し，必要な財の生産に投資するか」を論じた本である。「富者

が奢侈を廃止する」のはあくまでも資本を生み出すための手段であった。 

 河上はウィザーズ(Hartley Withers)の Poverty and Waste(1914)を参考に挙げているの

で，福田徳三は『貧乏物語』を批判するに際してこれをウィザーズの翻案として「ウィー

ザース並に河上博士」と呼んでいるが19，河上が果たしてウィザーズから着想を得たのかど

うかはわからない。今までほとんど指摘されていないが全く同じ主張は河上が千山万水楼

主人の匿名で読売新聞上で連載した「社会主義評論」に既に 1905（明治 38）年に発表され

                                                   
19 杉原四郎「福田徳三と河上肇」『経済論叢』第 124巻第 5・6号，1979年。『杉原四郎著作集』第 3巻

所収 
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ている。 

 

  足下，人類の生産力は近代に於て或は十倍し廿倍し百倍し千倍したるものありと称せ

らる，而して人口の増加は遥に之に及ばざるなり，然るにも拘らず，餓死するもの世界

の大都に於て猶ほ後を絶たずといふは何の故ぞ，他なし，無用のもの夥しく生産せられ

て有用のもの生産せられず，少数の富者の無意味なる奢侈によりて莫大の財の消費せら

るればなり。 

何が故に無用のもの夥しく生産せられ，而して有用のものは却つて生産せらるゝこと

少なきや，他なし，今日の経済組織は事業者一身の利益を目的と為す，故に彼等は高く

売るべき財を生産するに汲々たり，翻つて何人が最も多くの代価を支払ひ得るやといへ

ば，固よりそは富者の階級なり，而して彼等の胃は自ら限りあり，其の需むる所の米穀

自ずから亦限りあり，然り既に飽食す，故に其の需むる所は毫も生活に必要なき無用の

奢侈物なり，贅沢品なり，されば彼等は其限り無きの財を傾けて是等の貨物購買の費に

充つ，宜なりと謂ふべし，滔々たる利を争ふの輩相争うて奢侈贅沢の材料を生産するに

是汲々たるや，斯の如くにして生活上何等切迫の必要なき貨物は到処の工場に於て生産

せられ，到る処の商店に山積せらるゝも，独り有用欠くべからざる米穀の類に至りては

往々にして生産足らず，為めに飢餓に苦むもの常に万を以て数ふ。（第 33信，1905年，

（『社会主義評論』1906年所収）全集 3巻 p70－71） 

 

 河上の資本の定義では富者の貯蓄は資本となって事業の投資に用いられることができる。

これを明示すると，河上の主張はモデルにより証明することができる。富者(Rich)と貧者

(Poor)の二者，必需品(Necessity)と奢侈品(Luxury)の二財が存在するモデルを考える。富者

は充分な所得 Pを有しており，これを必需品と奢侈品の二財に用い，残った分は貯蓄 Sと

なる。貧者は自身の賃金でも生存に必要な必需品は確保できないので，簡単のために貧者

の所得を０として必需品は社会から無償で与えられるものとする。奢侈品は資金に余裕の

ある富者のみが消費する。富者の必需品消費と奢侈品消費をそれぞれ
r

nC と lC ，貧者の必需

品消費を
p

nC とする。富者は充分な必需品消費を有しており，限界効用逓減のためこれ以上

必需品消費を増やそうとしないと考えれば，
r

nC は定数と考えることができる。また Pも短

期的には定数と考える。富者の所得と支出は次のようになる。 

SCCP l

r

n ++=   (1) 

必需品と奢侈品の生産のためには投資 Iが用いられる。投資 Iは他に財源が無いので貯蓄 S

からのみ向けられる（河上の用語を用いれば貯蓄は一般的購買力を有する「資本」であり，



 9 

投資は「資本」によって購入された生産財（資本財）である）。したがって，この定義だけ

でも富者が奢侈品消費を減らすことは貯蓄＝投資が増加することと同じことであるとわか

る。さらに生産を明示するため，奢侈品生産に向けられる投資をαI，必需品生産のために

向けられる投資を(1-α)I とする(0<α<1)。必需品と奢侈品の生産要素は投資のみであると

仮定する。単純化のため生産は投資量が生産係数に比例すると仮定し，奢侈品の生産係数

を la ，必需品の生産係数を na とすると， 

IaC ll α=  (2) 

( )IaCC n

p

n

r

n α−=+ 1  (3) 

(2)と(3)より Iを消去してαについて解くと 

p

nl

r

nlln

ln

CaCaCa

Ca

++
=α  (4) 

(4)を(2)に代入して Iについて解くと 

l

p

nl

r

nlln

a

CaCaCa
I

++
=  (5) 

S=Iなので(5)を(1)に代入して
p

nC について解くと， 

l

l

nr

n

p

n C
a

a
CPC 








+−−= 12  (6) 

Pが十分に大きければ右辺は正であり，また前述のように P及び
r

nC を定数と考えているた

め，(6)より
p

nC は lC の減少関数であることがわかる。つまり，「富者の奢侈品消費を減らす

と貧者の必需品消費が増加する」ことになり，河上の主張は河上が前提とした主張（必需

品の限界効用逓減，奢侈品の富者のみの消費，貯蓄が「資本」となり投資に向けることが

できる）を踏まえると正しかったことになる。河上の言わんとすることは，現代的に解釈

するならば，「社会の中で資金を有している階級が貯蓄すればそれは投資として供給力拡大

に用いることができる」ということである。 

更に，技術水準の低い当時の日本において奢侈品は多くが海外から輸入されていたこと

を考えれば，必需品生産のために向けられる投資は海外からの奢侈品購入すなわち「海外

への（河上的な意味での）資本の流出」と同義であると考えられる20。『貧乏物語』本文の

最後で河上は，セリグマン21とウィザーズの著書に従って，第一次大戦の原因は列強の資本

                                                   
20 河上は『日本経済新誌』において日露戦争後に「装飾料品，香水香油，靴底皮，毛糸，羊毛等」の奢侈

品輸入の増加率が総輸入額の増加率を遥かに上回っていることを指摘し，これを輸入超過拡大の原因の一

つとしている（「貿易の逆潮如何」1908年，全集第 4巻） 
21 Seligman, The Economic Interpretation of War, 1915. 
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輸出競争にあり，特に「最も資本に豊富な世界一の富国たる英国」において人々の生活必

要品を供給することができないのは「貧乏人の要求に応ずべき事業に放資するよりも，海

外未開地の新事業に放資する方が儲けが多いから」であると説明している。日本国内にお

ける資本の量を維持していくためには奢侈品需要はできるだけ控えなければならないとす

る河上の主張は妥当なものであったと評価できる。 

また河上は経済を発展させていく上で不可欠な機械の導入（生産性向上のための投資）

が遅れているがゆえに日本という国は貧乏のまま留まっているとそれまで何度となく繰り

返していた22。「機械の応用には資金が要るのである。機械の応用の有益にして必要なるこ

とは誰も認めるけれども之を利用するだけの資本に乏しいのである。併し以上述べ来たり

たるが如く，皆が奢侈贅沢を已めれば，其の入用な資本も直ぐに出て来るのである。」（全

集 9巻 p98）と，農事の改良・機械の導入などのために奢侈の廃止による資本の増加を訴え

ている。河上の見た日本経済は，不必要な部分に資本が使われ，必要な部門に資本が用い

られず生産性が低いままとなっているものだった。 

このように，河上はイギリスなど欧米の貧困事情を紹介してはいるものの，念頭に置い

ていたのは資本蓄積の十分でない後進資本主義国としての日本経済であった。河上の主張

は現代的に言えば，希少な国内資本を用いながら経済発展を進めていくことを示した開発

経済学的モデルであったといえる。 

 もちろん，モデルにおいては富者の奢侈品消費の減少（貯蓄＝投資の増加）が自発的な

ものか，それとも政府など何らかの外部的な存在によって引き起こされたものかは触れて

いない。そしてこのような「奢侈品消費の減少」をどのように行なうかという手段の問題

をめぐって，河上は揺れ動くことになる。 

 

３ 人道主義と社会主義 

 

(1) 「人道主義」と「社会主義」の等値 

『貧乏物語』前に河上が同様の主張を行った論文「奢侈と貧困」23では「余裕ある人々に

向つて其余裕を浪費せざれと希望するのであるから，事の実行は極めて困難で有らう。」と

して「奢侈品の消費に重税を課するの類」の国家の力も必要であるという冷静な認識が示

されている。そして「現代経済組織の下に於て」これらの方策が実行されないのであれば

「現代の経済組織そのものを改造して，組織の上より，先ず生活の必要品に向つて社会の

生産力を集中せしむる」しかないとしている。富者の道徳に訴える結論は，第一次大戦に

より好景気を迎えていた日本社会において新聞上で訴える「時論」としてはそれなりの効

                                                   
22 「急がば廻れ」（1910）「機械的現代観」（1910）「農具の改良」（1910）「日本人種今後の栄枯盛衰」（1910）

「米作の改良と日本民族の発展」（1911）「世界の大勢と日本の米作」（1911）『時勢之変』（1911）「吾人の

悲観」（いずれも全集第５巻）「生活難の根本的救済」（1912）（全集第 7巻）『祖国を顧みて』（1915）「時

局に対する国民の覚悟」（1915）（全集第 8巻） 
23 「奢侈と貧困」（『経済論叢』第 2巻第 4号，1916年，『社会問題管見』1918年所収）全集第 9巻 
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果があったと思われるが，河上自身がこの結論に満足していなかったことは下篇「如何に

して貧乏を退治し得べき乎」を連載するのに長い中断があったこと，『貧乏物語』を『社会

問題管見』に所収するにあたり，下篇を削除したことからも伺える24。河上自身，もともと

は経済組織改造を「貧乏物語」連載中に社会主義という用語を用いて触れようとしたとこ

ろ，大阪朝日新聞からゲラ刷りを送り返されてきたため，当時考えていた「経済組織改造

と人心改造の二頭立て」のうち人心改造の方を強調したことを後に述べている。25 

これまで見たように河上の考えでは一般的購買力を有する「資本」が大きな力を有して

おり，それを有する資本家の意志次第で財が生産されたりされなかったりすることになる。

したがって，資本家の意志を変えることによって必需品の生産を増やそうとするのであれ

ばそれはいわゆる「人道主義」となり，資本家を信用せず国家が「資本」を運用していく

ことによって必需品生産を増やそうとするのであればそれはいわゆる「社会主義」になる。

つまり「人道主義」であれ「社会主義」であれ一般的購買力を有する「資本」の使い方が

問題なのであり，「資本」を使って供給力を増加させていくという基本的な発想には変わり

はない。 

 

(2)生産拡大のための「人道主義」 

このような視点から見ると，なぜ河上が『貧乏物語』後に以下のように「ラスキンとマ

ルクス」を並んで列挙したのかがわかる。 

 

吾人の生活しつゝある現代の社会は、即ち此経済学に依りて支配されつゝあるの社会に

外ならざれば、苟くも今日の時勢に逢遭して、何等かの欠点を此処に発見し、何等かの

改革を此処に志願する者は、其の眼力能く社会実相の根柢を貫き得るものなる限り、必

ず先ず経済組織の改造に着目し、然らずんば即ち人心改造の必要あるを唱出す。此の如

くにして一方には、組織改造の論を為すものに社会主義の経済学あり。他方には、人心

改造の論を為すものに、人道主義の経済学あり。二者相俟つて現代社会革新の二大思潮

を成す。独逸に於ける第十九世紀後半の一大思想家カアル・マルクスは、即ち前者を代

表するの巨人にして、英国ヴィクトーリア王朝時代の三大文星の一と称さらるゝ我がジ

ョン・ラスキンは、即ち後者を代表するの第一人者なり。而して其著『アンツー・ジス・

ラスト』は、彼自ら称して自己の最善の著作と謂へるもの。商を引き角を激して、高く

秘音を発するが故に、衆敢て之に応ずる能はずと雖も、吾人を以て窃に之を見れば、実

に我人道主義経済学の一大宝典なり。（石田憲次訳『此の最後の者にも』序文、「ラスキ

ンの『此の最後の者にも』」『社会問題管見』1918所収，全集第 9巻 p158） 

                                                   
24 出口勇蔵「河上肇における二種類の真理」『経済論叢』第 90巻第 3号，1962年では，河上が連載時か

ら結論に苦しんでいたことを『大阪朝日新聞』に掲載された日付の空白をもとに指摘している。河上の本

音は下篇の「社会問題を解決するが為には，社会組織の改造に着眼すると同時に，又社会を組織すべき個

人の精神の改造に重きを置き，両端を攻めて理想郷に入らん」（全集 9巻 p94）である。 
25 「改版社会問題管見序」1920年，全集第 10巻所収 
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ラスキンは『この最後の者にも』(Unto This Last)において，富裕(rich)は必ずその反対語

である貧乏(poor)を暗示しており，「普通の商業的経済論者
マーカンタイル・エコノミスト

の意味において，みずから富裕

になる術は，同時にまた必然的に諸君の隣人を貧乏にしておく術である。」26と既存の経済

学を批判した。ラスキンの「ポリティカル・エコノミー」論は，統治者が労働を管理して

「適材適所」に配分し，そして国民による「適切な消費」が行われることで社会は富を生

のために有益に使用することができ，最大多数の幸福な人間を養う理想的な国家を建設す

ることができる，とするものであった。 

ラスキンの思想はこれ以外にも多岐に渡るものであり，河上によってラスキンを知った

大熊信行がラスキンの「ポリティカル・エコノミー」論のうち財の配分とパターナリズム

を重視した27ようにその解釈も人によって異なる。しかし，河上のラスキン評価は「富」の

概念に集中している。 

 河上は『社会問題管見』でラスキンの『この最後の者にも』を詳しく紹介している。「氏

（ラスキン）の意見に依れば，真に価値ある物が富である。而して凡ての物の価値は，其

物が人生の真の目的を達する為め如何ほどまで役立つや，と云ふことに依つて定まる。」「同

一の物体にても，之が使用法の如何に依り，大に其価値を異にすべきである。譬へば等し

く物を切るの刃なれども，以て殺人剣たるべく以て活人剣たるべきが如し。」（全集 9 巻

p165）「人間の道徳的向上に貢献する所のもの，それが即ち富であり，それのみが只富なの

である。」「富める国とは最も善く財物を善用せる国である。而して富を善用すとは，之を

以て吾人の道徳的向上に資することである。故に一歩を進むれば，富国とは即ち徳に富む

国であり，富者とは畢竟徳を積むの人である。」（同 p167）。そして「而して余は一経済学者

として，このラスキンの定義をば―芸術批評家として其前半生を送り，経済学に対する素

養の甚だ乏しき此のラスキンの定義をば，―其のまゝに受け入れんとするものである。」（同

p168）とラスキンの富概念を全面的に評価している。 

 河上がラスキンを評価したのは，「富を善用する」という発想である。同じ財や資金であ

ってもその使用法によって価値が異なってくるというラスキンの主張は，「資本」の使い方

次第で富者の奢侈品消費に浪費されるか，必需品の供給拡大により貧困層の生活水準向上

につながるかが決定されると考えていた河上にとって大いに納得できるものであった。河

上は武者小路実篤の「新しき村」について，新しい社会を建設しようとする意気は認めな

がらもオーウェンのニュー・ハーモニーの失敗例などを引いて「私自身は，今斯かる「新

しき村」の建設に努力する意志は毫も無い。私は私の最も有効と信ずる他の方向に努力し

たいと思ふ。」28と冷めた評価をしているが，河上のいう「人道主義」は社会の一部に共産

主義的社会を作ろうとするものではなく，社会を実質的に動かす力（資本）を持つ人々の

                                                   
26 飯塚一郎訳「この最後の者にも」『世界の名著 41 ラスキン モリス』中央公論社，1971年所収，p80 
27 牧野邦昭「大熊信行とラスキン―「政治経済学」と「ポリティカル・エコノミー」」『一橋大学社会科学

古典資料センター年報』第 26巻，2006年 
28 「「新しき村」の計画に就て」（1919）全集第 10巻 p203 
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意志を問題とするものであった29。 

 

（3）生産拡大のための「社会主義」 

河上が「貧乏物語」連載の前の櫛田民蔵宛手紙（大正 4(1915)年 12月 16日）で「追々社

会主義の伝道にも力を分つ積りです。」と書いていたことは比較的良く知られているが，こ

の時期に河上が考えていた「社会主義」とは，現代の視点からすれば「国家社会主義」あ

るいは「民族社会主義」と呼べるものである。杉原四郎が紹介した30河上の 1915年～16年

の講演原稿「現の世より夢の国へ」31では以下のような主張が行われている。 

 

  ソコデ最後ニ話ヲ夢ノ国ニ引キ入レテ，然ラバドウシタラ善イカト云フニ，私ハ此ノ

天下ノ生産力ヲ支配スル全権ヲバ，凡テ 天皇陛下ニ帰シ奉ルコトニシタイト思フ。恰

モ維新ノ際諸侯ガ封土ヲ皇室ニ奉還シタヤウニ，今日ノ経済界ニ於ケル諸侯ガ其ノ事業

ヲ国家ニ奉還シテ，世俗ニ謂フ三菱王国ノ主人モ，三井王国ノ主人モ，其ノ他一切ノ事

業家資本家ガ悉ク国家直属ノ官吏トナリ，カクテ吾々六千万ノ同胞ハ億兆心ヲ一ニシテ

働ク，悉ク全力ヲ挙ゲテ国家社会ノ為ニ働ク，其代リ其レゾレ天分ニ応ジ必要ニ応ジテ

国家ヨリ給与ヲ受ケテ，何人モ貧困線以上ノ生活程度ヲ維持スルト云フ，サウ云フ世ノ

中ニシタイモノト私ハ切望シテオリマス。今日独逸ガ四方ニ敵ヲ受ケテ未ダ敢テ屈セザ

ル所以ハ，戦時ニナッテカラ正ニ私ノ理想トスル所ヲ或ル程度マデ実行シツツアルガ為

メデアル。私ハ我国ガ平時ニアツテ此理想ヲ実行スルコト一日早ケレバ一日ダケノ利益

ガアル，一日後ケレバ一日ダケノ損ガアルト確信シテ居ル。此ノ理想ヲ実行スルノ外ニ

ハ，此貧乏国ヲ救フテ欧米諸国ヲ凌グニ到ルノ策ハナイト確信シテ居ル者デアリマス。 

 

戦時期の日本でしばしば主張された「政治経済学」「日本経済学」などを彷彿させるような

内容であるが32，「生産権の天皇への奉還」という主張（奉還論）は明治維新以来国学者な

どによってしばしば行われていたものであり，その後も革新右翼によって何度も主張され

ている33。佐藤信淵を高く評価していた34国民経済学者としての当時の河上にとってはごく

                                                   
29 更に言うならば，ラスキンの「ポリティカル・エコノミー」論は，国民が統治者に自分たちを指導する

だけの父性的権能を与える代わりに国民の窮乏に対して保護が与えられるとするパターナリズム的なもの

である。こうしたラスキンのパターナリズム的発想も，社会を実質的に動かす力（資本）を持つ人々の意

志を変えることで国民の貧困を解消しようとする河上にとって受け入れやすいものであったと考えられる。 
30 杉原四郎「『貧乏物語』の想源」『立命館経済学』第 44巻第 3号，1995年。『杉原四郎著作集』第 3巻

所収 
31 京大経済学部河上肇文庫蔵 
32 河上の本来の思想がこのようなものであったことを考えると，河上がマルクス主義者になった後も最後

まで，「皇道経済学」を提唱し国家意志に基づく経済統制を重視した作田荘一や「天皇中心の国民共同体」

の創設を訴えた石川興二らと親しかったことは不思議なことではない。河上を戦時期の「政治経済学」「日

本経済学」の源流とみなすこともできる。 

33 「すでに我が国民は，明治維新皇政復古の大改造に際して，八百年
、、、

の長き間
、、、、

，殆ど習ひ性となつた様な

兵馬の権をも，政治の権をも，万世一系の天皇に奉還して，完全に封建的階級の対立，従つて闘争の因を

倒滅したではないか。…かくして，次に来るべきものは何だ。維新の宏謨たる旧来の陋習を破り
、、、、、、、、

，四民平
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自然な発想であったと思われる。『貧乏物語』でも河上は「私は日本の如き立ち遅れた国は，

独逸が戦時に為つてやつて居ることを，平生から一生懸命に為つてやつて行かねば，到底

国は保てぬと憂ひて居るものである。」（全集第 9巻 p99）と述べている。 

 河上はこの後，マルクス主義に近づいていく。河上がマルクス主義者になっていく過程

については既に多くの研究がされており，櫛田民蔵からの批判や米騒動以降の社会的変動

の影響が指摘されているが，河上のそれまでの古典派経済学研究とマルクス経済学をつな

ぐ点としてここでは「生産の制限」という視点を取り上げたい。河上は 1918年に「剰余価

格ノ成立」（『経済論叢』第 7 巻第 1 号，全集第 9巻）という論文を書いている。河上はこ

れまで指摘したように「資本」の問題を重視してきたが，「資金ハ之ヲ企業ニ放下スルコト

ニ依リテ利潤ヲ挙ゲ得ラルレバコソ，一定ノ金利ヲ支払ウテ資金ヲ借リ入ルルモノアル次

第ナレバ，何故企業放資ニハ常ニ一定ノ利子ヲ伴フヤト云フ問題ガ，資本利子ノ発生原因

ニ関スル根本問題ナノデアル。」（全集第 9巻 p458）として，資本を企業に投資する際にな

ぜ利子が生まれるかを問題としている。河上は企業の利潤は①重役などへの手当賞与金，

②債務不履行や需要変動による損失などの危険に備えた積立金など「財産ノ危険ニ対スル

報償」，③「企業ニ放下サレアル資金ニ対スル利子」分けられるとし，③の資本利子の源泉

は現代の経済では独占によって生じる特殊の利益から出されていると考えている。 

 さて，なぜ独占が利益をもたらすかということを説明する上で，河上は収穫逓減法則を

取り上げている。河上は生産要素が労働者である場合を例に挙げて，収穫逓減法則に従い

労働者の投入数の増加に伴い独占企業の「労働者一人ノ為メニ生ズル総収入ノ増加分」が

減少し，独占企業は限界収入と労賃額とが等しくなる点で労働者を雇い入れることを中止

すると指摘する。そしてこのとき「全体ノ生産費ヲ償フコトヲ以テ標準ト為」す場合と比

べて，生産制限が行われており労働者の雇用は少なく，しかも独占利潤が発生する。この

独占利潤が資本利子の源泉であると河上は主張している（全集第 9 巻 p468）。つまり河上

は現代のミクロ経済学でいう独占企業の利潤最大化行動（限界収入と限界費用が等しくな

る点に生産量を決定）によって，独占利潤の存在と生産制限が行われている理由を説明し

ている。そして資本利子の源泉となる独占利潤は生産費以上の独占価格で販売することに

よって消費者の負担となり，さらに労働市場は自由競争的なため労賃はその生産費（労働

の再生産のための費用）で決定されるとし，以下のような結論を下している。 

 

之ニ依ツテ見レバ，一般労働者ハ労力ト云フ自己ノ商品ヲ売ル時ハ，之ヲ生産費相当

ノ価格ニテ売リ，之ニ反シ，自己ノ生活ニ必要ナル諸種ノ財ヲ買フ時ハ，之ヲ生産費以

                                                                                                                                                     

等一君万民挙国一体共存共栄の道を完成する次の事業は何だ。いふ迄もなく，現今国の禍となりつつある
、、、、、、、、、、、、

資本主義の正当なる処分である
、、、、、、、、、、、、、、

。正当なる処分とは日本国体的処分といふ事だ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。」里見岸雄『天皇とプロレ

タリア』ARS，1929年，p276（傍点原文どおり） 
34 「徳川時代ノ経済学説ヲ論ズ」（1903）「江戸時代に於ける帝国主義」（1903）「佐藤信淵先生を憶ふ」（1904）

「佐藤信淵の防海策」（1904）（以上全集第 1巻）「幕末の社会主義者佐藤信淵」（1909，『経済学研究』所

収，全集第 6巻） 
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上ノ価格ニテ買ヒツツアルモノナルガ，企業者ハ正ニ其ノ逆ニシテ，即チ彼等ハ，一般

労働者ノ生産物タル商品ヲ買フ時ハ，之ヲ其ノ生産費相当ノ価格ニテ買ヒ，自己ノ生産

物タル各種ノ商品ヲ売ル時ハ，之ヲ其生産費以上ノ価格ニテ売リツツアルモノデアル。

而シテ現時ノ経済組織ノ下ニ於テ，凡テノ企業者ガ其放下シツツアル資本ニ対シ，常ニ

一定ノ利子ヲ生ゼシメ得ル所以ノモノハ，畢竟スルニ，彼等ガ此ノ如キ二様ノ売買ニ依

りテ，凡テノ企業ニ生産費以上ノ一定ノ差益ヲ生ゼシムルガ為メニ外ナラヌ。吾人ハ実

ニ此ノ如クニ見ル。而カモ論ジテ茲ニ来ル時，計ラザリキ，吾人ハ，カノまるくすガ剰

余価値発生ノ原因ヲ説明シテ，資本家ニヨル労働者ノ掠奪ニ在リト為セシコトノ，必ズ

シモ虚誕ノ説ニ非ザルヲ信ゼザラントスルモ得ザルニ到リシコトヲ。（まるくす誕生後満

百年目ノ六月初旬之ヲ脱稿ス）（全集第 9巻 p475） 

 

河上の認識では企業の独占化が必需品価格を上昇させると共に必需品生産を制限していた。

その一方では労働市場は競争的なため労賃は最低限に抑えられているため，労働者は少な

い所得の中から多くの支出を余儀なくされており，事実上独占企業によって「掠奪」され

ている。マルクスの剰余価値論はこれまでの河上の経済学研究からも真理であり正当化さ

れるものであった。 

 もし「資本」の持ち主が資本利子を得ようとするならば，当然企業の独占を維持しよう

とするだろう。しかしそれは独占利潤の追求により労働者の雇用と必需品の生産を抑え，

必需品価格を上昇させる。労働者雇用と生産を増加させるためには独占利潤の追求をやめ

させなければならないが，それは「資本」の自由な動きに任せておいては不可能であり，

最終的には「経済組織の改造」が必要である―河上がマルクス主義に進んでいく理論的背

景として，以上のような説明ができる。 

河上は「生産政策か分配政策か」（『社会問題管見』1918年所収）でベンサムとミルにつ

いて，私有財産制度保護が社会の富の生産を最大化するという功利主義に基づく生産政策

と見ており，「分配政策が主にして，生産政策は従である」としているものの，富の存在が

過少である場合には分配の増加を図る手段としての富の増加はこれを認めている(全集第９

巻 p217)。さらに 1919年の「生産政策としての社会主義」では「生産力の発展の為に」マ

ルクスの社会主義が必要であると河上は説いた（全集第 10巻）。 

 

 之を要するに，マルクスは社会主義者なりといふの故を以て，分配の公平を期するが

為には生産の増加を犠牲とするも差支なしと論じたるものなるかに予定せらるゝの傾あ

れども――少くとも社会主義の実現は生産の進歩を妨ぐべしと云ふことが社会主義に反

対する常識論なれども，――事実は之と異り，彼は生産力の発展が妨害せらるゝが為に，

資本主義的組織の崩壊を信じ，又其妨害を撤去して生産力のより大なる発展を可能なら

しむるが為に，社会主義的組織の実現を信じたものである。一言以て之を蔽へば，生産

政策か分配政策かの問題は，マルクスにとつては初めより問題と為らざる所の問題であ



 16 

つたのである。（全集第 10巻 p217） 

 

河上が『貧乏物語』の前後で一貫して問題としていたのは日本経済において「生産力が不

足している」ということであり，河上の立場の変化は，それが日本という国家にとって問

題なのか，それとも労働者階級にとって問題なのかという違いであったように思われる。 

 

４ 『貧乏物語』の発展 

 

（1）『貧乏物語』の内容理解 

 『貧乏物語』の単行本自体は 15000 部程度が発行されたに止まった35が，大阪朝日新聞の

連載時に読むなどした人々には大きな影響を与えている。『貧乏物語』によって貧困問題を

知り，社会問題解決や経済学研究に志した人は非常に多い。 

 ただ，『貧乏物語』の理論的内容が果たしてどこまで理解されていたのかは疑わしい。河

上が最後の結論として「富者の自発的な奢侈の廃止」を説いたことに異議を唱え，組織の

変更こそが重要なのではないかという批評は多く見られた36。小泉信三は同書を独創的な良

書として高く評価しながらも，金持ちと貧乏人の存在を所与としており貧乏の原因は説明

できていないのではないか，人心の根本的な改造は組織の改造が無ければ無理なのではな

いかといった疑問を呈している37。福田徳三は『貧乏物語』に当初は好意的な評価を見せた

が，その後河上の主張を批判するようになる38。福田は河上の説はウィザーズの論旨を利用

した「消費過少説」であり39，マルクスの再生産表式論が既に第二部門を資本家のみが消費

する奢侈品産業と生活必需品産業とに分けた詳細な分析を行っている一方，ツガン＝バラ

ノフスキーの議論によって消費過少説論者が言うように資本主義が内在的矛盾によって崩

壊するという説が誤りであることが明らかになったとして「ウィーザーズ並に河上博士が

資本主其他の奢侈品消費の減少に甚だ重きを置くことの殆ど赤手海水を汲む底のことたる

こと疑を容れまい」と批判した。 

結局のところ，その後マルクス主義に進んでいった河上自身を含めて，河上が問題とし

た問題―市場メカニズムに任せておくだけでは奢侈品も需要に含まれてしまい，希少な資

本が奢侈品のための生産など経済発展の上で非生産的に用いられてしまうのではないか―

を含む『貧乏物語』の内容を発展させようとした同時代の日本の経済学者はほとんどいな

                                                   
35 脇村義太郎「「貧乏物語」前後」『世界』1976年 3月号 
36 藤田喜作「河上肇氏「貧乏物語」」『日本社会学院年報』第 4年第 3・4・5合冊，1918年など。 
37 小泉信三「貧困論―『貧乏物語』を読む」1917年，『小泉信三全集』第 1巻所収。 
38 杉原「河上肇と福田徳三」参照。 
39 厳密には福田の批判は『貧乏物語』後の河上の議論に向けられている。河上は『貧乏物語』後，一部の

資本家が富を集中する一方で大多数の貧民に購買力が無ければ，資本家向け奢侈財の生産は盛んに行われ

る一方で生活必要品への需要は小さいため資本家は生活必要品の生産を制限していき，結果としてごく一

部の奢侈財のみの生産が盛んとなり全体の生産力の発展は制限されると主張している。『貧乏物語』それ自

体は需要に対する必需品の生産の少なさという「過少供給」を問題としている。 
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かったといえる40。もちろん，戦時期には奢侈品消費が強制的に削減され生産力向上に向け

られることになるが，それはまた後の話である。 

 

(2) カレツキ型経済開発モデルとの比較 

 

 私見では，『貧乏物語』は，資本家消費を明示したミハウ・カレツキの開発経済モデルと

ほぼ同じ主張を行っていると考えられる。河上が『貧乏物語』および同時期の論文や講演

で主張した「奢侈の廃止による資本形成，投資の拡大」は，カレツキが後進資本主義国の

経済成長に関して挙げた条件と類似したものである。 

カレツキが示したように，投資変動による利潤の変化に対して社会主義経済では産出と

雇用の能力に所得分配を適応させることができるため，社会主義経済は「供給規定型経済」

であり生産能力に応じて経済規模が規定されるが，これは主要問題が生産能力の不足にあ

る後進資本主義国と同一である41。供給力の不足した後進資本主義経済を成長させるために

は，富裕層の消費のための奢侈品を生産することに希少な資本や中間財，熟練労働者が吸

収されないように投資の許可制が必要であり，投資拡大によって生じる雇用増大の結果，

日用消費財に対するインフレ圧力が生じないように日用消費財（農産物など）の生産増加

も必要になる42。そして投資財生産を増大させ国民所得中の投資の割合を高めていくために

は国民所得中での消費の割合の低下が必要になる。「この目的を公正な仕方で達成するため

には，高級消費財の消費を制限する租税を課すべきである。そのばあい，上記の仮定によ

り国民所得の増大が徐々に加速化されるにともなって日用消費財の供給が増加し，それに

よってインフレが避けられる。それと同時に，国民所得中での投資の割合の増大は，富裕

層に課せられる，しかるべき直接税，間接税の実施でえらる，国民所得中の高級消費財の

消費の割合の減少によってつぐなわれる。」43 

第一次大戦中の日本ではヨーロッパ向け輸出品需要が増大したことにより好況となり，

                                                   
40 皮肉にも『貧乏物語』に感激して河上に学びながらも社会主義批判に転じ，文部省国民精神文化研究所

所員としてマルクス主義批判を行った山本勝市は，資本家の奢侈を抑えることがすなわち資本形成に繋が

るという『貧乏物語』の内容を例外的に訴え続けている。「資本がなくては国家の産業はたち行くものでは

ない。従つて利潤を貯蓄して資本化することは，社会主義者の言ふが如く非難さるべき事柄ではない。年々

百万に近い新なる労働者に職を与へんが為には新なる資本の蓄積は不可避的に必要である。今日の資本家

として最も戒心すべきは，利潤を個人的享楽に消費すると云ふ点であらう。もとより余は財産を有するも

のが，其の財産を自己の享楽に消費することを一概に排斥するのではない。たゞ其の利潤が単に企業者の

能力によつて得られたるものでないことは明白であつて，如何なる利潤も直接間接の国家の保護と国民全

般との協力のもとに始めて可能となるのであるから，これを所有する者は単に自己の享楽のために消費す

べきものではなく，国民と共に消費し皇運を扶翼する精神をもつて一厘一銭と雖も浪費すべきでないと考

へるのである。」山本勝市「方向を誤れる統制経済論－産業人の生産及消費道徳」『日本及日本人』1936年
6月号，p58。山本は戦後に自民党衆議院議員になった後にも贅沢を批判している。 
41 Sachs, Ignay. “Kalecki and Development Planning”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 
February 1977. 根井雅弘『現代イギリス経済学の群像』岩波書店，1989年，第 5章注釈(45)。 
42 Ibid., pp. 51-54. 
43 ミハウ・カレツキ，竹浪祥一郎訳「高度開発資本主義経済と後進資本主義経済」『経済セミナー』1967

年 3月号，p28-29 
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工業投資が増大し鉱工業人口が増加したが，米などの日用消費財の供給は増加せず価格上

昇による貧困層の生活困難を引き起こし，最終的には米騒動に発展した。河上の『貧乏物

語』は，欧米における貧困の例・東西の古典を引用しながらも，後進資本主義経済であっ

た日本経済が希少な資本を用いて供給力向上・経済発展を実現していくために必要な条件

を提示した独創的な「開発経済学」であったといえるのではないだろうか。ただ，カレツ

キも指摘するように後進資本主義国における非インフレ的成長は「実際にはきわめて大き

な政治的困難にぶつか」り「革命的変革にみちびく，はるかにすすんだ改革を必要とする」

44。河上が最終的に社会主義革命の道に進んでいったのは不思議なことではない。 

 

おわりに 

 

『貧乏物語』の読者は，同書によって社会問題に目覚め経済への関心を開かれていった。

ただその多くは，河上が提示した「富者の自発的な奢侈の廃止」という結論には関心を向

けなかった。河上自身がやがて『貧乏物語』を絶版にしてマルクス主義者になっていった

こともあり，『貧乏物語』は多くの人を社会問題，そしてマルクス主義に目覚めさせた本と

してのみ扱われてきた。マルクス主義を一つの到達点とするのであれば，『貧乏物語』は「道

徳と古典派経済学との奇妙な混合物」という評価しか与えられない。 

しかしながら本稿では河上のそれまでの思想や前後の経済学研究に『貧乏物語』を位置

づけることで，河上は後進資本主義国家であった日本において経済発展の条件を考えてお

り，それを自分の言葉で何とか表現しようとしたのではないかという主張を行った。もし

これが正しければ，『貧乏物語』は単に日本社会に大きな影響を与えただけでなく，日本人

の経済学者が西洋の経済学を学んだ上で，独創的な開発経済学的モデルに到達することの

できた例としても歴史に残ることになる。 

ただ，問題はそれが継承されたかどうかである。多くの人は同書における問題提起（社

会における貧困の存在）のみを受け取り，社会問題の深刻さ・資本主義の行き詰まりを感

じて，社会主義あるいは新体制への移行を主張した。一部の人は河上の結論である「貧困

の解消のために自発的な奢侈の廃止が必要である」という主張から社会道徳の重要性を読

み取りつつも自由主義経済に変更を加えることには反対した。さらに別の人は，資本主義

の枠組みを維持しつつもそれを政府の役割によって修正していくことによって日本経済を

発展させていくことを主張した。ともあれ，『貧乏物語』を読み，そこから何らかのメッセ

ージを受け取った人々が供給力の低い後進資本主義の日本経済をどのようにとらえ，そし

て供給力の制約が大きな問題になった戦時期にどのような主張を行ったのかの検討は次の

課題である。 

                                                   
44 同上，p30 
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（補論） 

第２章で示したモデルに賃金所得を加えてみる。河上は『貧乏物語』中では意図的にか

賃金を上昇させることを考えていないが，当然貧者も何らかの賃金を得ているためモデル

で考慮する必要がある。この場合，貧者の賃金所得をWとすると，それは低い水準にあり

すべて貧者の必需品購入に充てられるため， 

p

nCW =   (7) 

となる。また富者の所得は前述の場合と同じで 

SCCP l

r

n ++=   (1) 

Sは一般購買力を持った「資本」になり投資 Iになる。 

国民所得 Yは富者の所得と貧者の所得を合わせたものになるので 

WPY +=   (9) 

さて，国民所得 Yの中でWが占める割合をβ(0<β<1)とすると，利潤はその残りなので 

( )YP β−= 1   (10) 

ところで富者の消費は，必需品と奢侈品に分けられるが，河上の分析にもあるように，必

需品消費
r

nC は充分な所得の下では限界効用逓減につき所得が増えてもほとんど増加しな

い定数と考えられる。一方では奢侈品消費 lC は所得に応じて増加していくと考えられるの

で，富者の奢侈品に関する消費性向を q(0<q<1)とすると 

qPCl =   (11) 

(10)と(11)を(9)に代入して Yについて解くと 

( )( )
( )IC

q
Y r

n +−−
=

11

1

β
  (12) 

つまり，『貧乏物語』で貧者の得る賃金所得を明示し，貧者と富者の所得をあわせて国民所

得概念を考えれば，事実上カレツキと同様の所得決定モデルに書き換えることができる45。 

                                                   
45 簡潔なカレツキの所得決定モデルについて，鍋島直樹『ケインズとカレツキ』名古屋大学出版会，2001

年，p138-140を参考とした。 

 なお，河上が有効需要概念をどの程度意識していたかは議論の余地が残る。前述の講演原稿「現の世よ

り夢の国へ」では「今日ノ事業家ノ顧慮スル所ハ，経済学デ云ウ所ノ effective demand」であるといった

表現があり，また福田の「過少消費説」批判を受けて書かれた「資本主義的生産組織の真相，その下に於

ける生産力の分配，之に含まるゝ矛盾の増進」『社会問題研究』第 30冊，1922年）では「資本主義の下で

社会の生産力の分配を決定するものは勿論一般消費者の需要には相違ないが，その需要と謂ふのは，経済

学者が特に名づけて有効需要と謂ふ所のもの」(p6)と説明し，購買力の減少によって生産力発展に制限が

加えられるとする自分の意見は「Unterkonsumtionstheorie（消費過少説）と称されてゐるものに略ぼ相

当する。」(p28)としている。ただ河上の「需要」は奢侈品と必需品とを区別して考えている。しかし少な

くとも，河上はマルクスの影響を受けて消費の過少が「産業恐慌」を引き起こすことは指摘している。 
「一切の生産財は皆な消費の為めの需要に向つて朝奏してゐるのである。此の睹易き道理を考へたならば，

『消費より来る制限の如きは，痕跡だも認めることが出来ない』訳は無い筈である。其処には厳然として

『消費（消費のための需要）より来る制限』が在る。さうして正に此の制限のために，資本主義的精神の

特徴たる『資本の無限の増殖』が屡々有力に阻止せられて，是れ亦た資本主義時代の特徴たる『産業恐慌』
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 ただし，富者の奢侈品限界消費性向の低下は(12)ではむしろ国民所得の低下を招き，貧者

の賃金所得低下を通じて貧者の必需品消費を減少させることになってしまうが，河上の言

わんとすることを，奢侈品購入の趣向を変えることではなく「奢侈品を購入する代わりに

その資金を資本化して投資に振り向けること」と解釈するならば投資の増大は国民所得の

増大を通じて貧者の賃金所得増加・必需品消費の増大をもたらすことになる。河上は「私

は，日本の経済を盛にするの根本策は，機械の応用を普及するに在りといふ事を，年来の

持論にして居る」（全集第 9巻 p98）として，前述のように日本経済発展のために機械の導

入に必要な資金を奢侈品購入を抑えることによって生み出すことを訴えていたが，奢侈品

購入の為に費やされる資金が貯蓄され，機械の導入など投資に向けられるなら乗数効果に

より河上の訴えたように「日本の経済を盛にする」ことが可能になる。 

                                                                                                                                                     
を惹き起す。資本家の所得が過度に資本化されたるため，諸々の又は何れかの生産階段に於ける生産財（工

場，機械の類）が，消費界の需要に適応しなくなる。余りにも多くの生産財が供給されたのである。生産

が過度に拡張されたのである。かくて機械は其の運転を中止し又は半減し，多数の労働者は若干の失業手

当を貰つて街上に投げ出だされる。此処に又資本主義の如何ともすべからざる矛盾が在る。」(p35-36)。 


