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ジョージ・ハウエルの社会主義論

佐喜真望

はじめに

１９世紀の後半に、労働運動の指導者と自由党急進派が協力することによって

成立した、いわゆるリプーラプ主義は、その後のイギリスの政治、労働運動に

大きな影響を及ぼし続けてきたにもかかわらず、あまり注目されることがなかっ

た。しかし、既存の「社会主義国」の破綻が明白になった1980年代後半から、

その歴史的意義が再評価されるようになった(Ⅱ。しかし、まだ、多くの問題が

解明されないまま残っている。その中の一つに当時の労働運動の指導者たちが

社会主義をどうみていたかという問題がある(２１゜彼らは、主体的な選択として、

社会主義ではなく自由主義を、また、革命よりも議会を通じた改革を選んだの

である。それは、いかなる理由に基づくものだったのであろうか。この問題は、

当時の労働運動の指導者の思考の枠組みを知るだけでなく、最近、問題になっ

ているリブーラプ主義と労働党の連続性の問題を考えるうえでも重要である。

労働運動の指導者たちの社会主義論を検討することは、彼らの「自助論」に

対する我々の理解を深めるうえでも有益である。1880年代以降の「社会主義の

復活」に直面して、彼らが社会主義に反対した根拠の一つは、それが「自助」

の精神に反するということにあった。もちろん、労働運動の指導者たちは、い

かなる国家の干渉にも反対したわけではない。それでは、どの範囲までの国家

の干渉が彼らにとって是認できるものだったのであろうか。また、彼らにとっ

て望ましい国家の干渉はいかにして実現されうると考えていたのか。そのこと

は、ＴＵＣをはじめとする労働組合の諸組織を「自助」の組織として位置づけ

る単なる相互扶助の枠を越えた、従来考えられてきたよりも積極的な「集団的

自助」の理念へと導く可能性を示唆することになるであろう'８１。

筆者は、かねてから、こうした問題を解明する必要性を感じていたが、手が
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かりとなる史料を見いだすことができなかった。しかし、最近になって、リプー

ラプ主義の成立に決定的な役割を果たし、いわゆる「社会主義の復活」後は労

働者の独立した政治行動に強硬に反対し続けた人物ジョージ・ハウエル

(GeorgeHowell）が、従来の研究においては目を向けられることのほとんど

なかったいくつかの雑誌論文の中で、前述の諸問題をかなり詳しく論じている

ことに気づいたのである'４１゜したがって、本稿では、こうした論文を史料とし

て、ハウエルの社会主義論及びそれと関わる諸問題について検討することにす

る。

ハウエルとグラッドストン

1870年代のハウエルが目指したこと、それは、自らの政治的主張が自由党急

進派及びグラッドストンのそれといかに類似しているかを論証し、そのことを

通じて労働組合の社会的地位を高めることであった。この時期に彼が書いた二

つの論文を検討したとき、そのどちらにおいても彼のそうした姿が浮かび上がっ

てくる。

1870年代の後半はイギリスの政治・労働運動史において極めて重要な出来事

があった時期であった。まず第一に、1876年のいわゆるブルガリア虐殺問題を

契機として、1876年の総選挙の敗北後、公的政治生活から引退していたグラッ

ドストンは本格的な政治活動を再開したのである。その際、ディズレーリがロ

シアを牽制するというリアルポリティックの観点から虐殺を否定しようとした

のに対して、グラッドストンは同じキリスト教徒がイスラム教徒に虐殺される

ことは黙視できないとする、いわば、道徳的な観点から保守党政府の態度を批

判したのである。当初、グラヅドストンに対するマスコミの反応は冷たいもの

であった。このような情勢をみてハウエルはブロードハスト（HBroadhurst）

と共にグラッドストンを擁護するための支援集会等に積極的に協力した。

同時に、彼は1876年『コンテンポラリーレピニー』に「労働者階級と東方問

題」というタイトルの論文を執筆した⑤。「その中で彼は労働者の観点とグラッ

ドストンのそれが同一であることを強調している。その際、労働者階級の立場

がまず述べられる。「…労働者たちはこの問題をまず道徳的な立場から眺めて
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いる。正義はこの要求の中にしか見出し得ない。…彼らは他のすべての階級と

同様にあらゆる重要問題を実利的観点から見る資格を有している。しかし、彼

らが物事を熟考するときには常に抽象的な正義の原理が卓越しているのが特徴

である。なぜなら、彼らは、正しいか誤りかという単純な規則に即して、しっ

かりとした判断を行うからである。」

そして、1876年９月９日にグラッドストンがプラックヒース（B1ackheath）

で行った演説がいかに労働者の心情に即したものであったかが語られるのであ

る。「グラッドストンの呼びかけは無責任な政治屋の取り乱した発言では決し

てなく、プリテンの労働者たちの決意を見事に表現するものである。…今日、

人々を動かしているものは明日の政治家の思想となるであろう。ディズレーリ

氏はこのことを理解できない。それ故、彼は決して熱狂的な支持を受けること

がないのである。グラッドストン氏は彼の偉大な心が蝿動してそうした最も高

貴な思想へと達したとき、常に熱狂的な支持を受ける。彼が政権から離れた時

の方が人気の高いことがたびたびあるのはそのためである…」

労働問題に関して常に抽象的な理論よりも現実を重んじてきたハウエルが、

なぜ、国際問題になると抽象的な正義と道徳に関する議論を前面に押し出した

のであろうか。その狙いは労働組合は道徳的な存在であると主張し、この時期

になってもまだ根強く存在した労働組合に対する敵意を和らげることにあった。

｢労働組合と呼ばれる労働者の偉大な結社において、そうした結社の根底に存

在し基礎となっているのが公正と正義という純粋な原理であり全ての問題はそ

うした一般的原理に照らして検証される、と聞いて、多くの人々は驚くであろ

う。彼らはしばしば利己的であるとされ、彼らの政策の幾分かは自己の利益を

唯一の指導原理としているかのようである。…しかし、そうした原理は結局の

ところ資本家によって教えられた学説に由来するものであり、組合の中でしば

しば論議されることなどない…これらの組合のまさに存在原理となっている原

理は利己的なものではなく、強者に対して弱者を保謎するという原理である。」

その際、彼が具体例として挙げているのは、熟練職人の中の特に優れた能力

のある人々が、出来高払いの基準価格を自分たちに合わせるのではなく、より

劣った人々のことを考慮して最低価格として定めようとしていること、より強
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力な組合がより弱体な組合に資金援助を行っていることである。そこには、強

者と弱者を完全に一体化して平等にしようとする発想は存在しない(91゜したがっ

て、ハウエルの支持する弱者を保護する原理はマルクス的な社会主護ではなく、

むしろ、それとは根底的に対立するものであった。そもそもハウエルはマルク

ス的な社会キ義を労働者のイデオロギーとは認めなかった。「この原理故に、

労働者たちは、しばしば…全ての地位を平準化し全財産を再分配して平等化す

ることを求めるという意味ではなく、現世の財貨の分け前を全ての成年男子に

与えようと努力するという意味での社会主義に心ひかれるのである。」

さらに、ハウエルは、穏健な社会主義も、これまで、イギリスでは広範な影

響力を持つことは決してなかったという。ハウエルによれば、その理由はイギ

リス人が現実主義であるためであった。しかし、ハウエルは穏健な社会主義の

理念についてはこれを評価している「そのような感情は、多くの人が想像して

いる以上に普遍的な広がりを見せている。…こうした感情に対しては、しばし

ば、激しい非難と罵倒が浴びせられている。しかし、それは不当なものであり、

そうした感情は信頼とそして敬意にさえ値するものである。」

さて、現実主義的なイギリス人気質と尊重さるべき平等の理念とは、どのよ

うにして調和させ得るのであろうか。ハウエルは、過去のイギリスの歴史は両

者の調和が可能であることを示してきたし、今後も続くと考えていた。その際、

リーダーシップを持った政治指導者の存在が決定的に重要であった「優れた政

治家たちがなすべきこと、それは民衆に好機を最大限に活用し、現段階では満

足を与え同時に将来は公正と平等をさらに前進させるようなやりかたで相争う

諸利害を調停することを可能にするであろう和解と当面の便宜的措圃の助けを

賢明に借りる方法を教えることである」つまり、一層の平等を求める民衆の運

動に対して一定の理解を示し、議会において民衆の主張の少なくとも一部は実

現するような法律を成立させ得る政治家が必要だというのである。

ハウエルは、民衆運動に強い共感を寄せていたが、彼が頭に描いていた民衆

運動とは階級としての労働運動ではなくむしろ中産階級も含んだ急進主蕊的な

運動であった。また、民衆運動の要求に理解を示す政治家は、現実に存在し、

彼の手によって民衆の権利は徐々にではあるが着実に実現されつつあると考え
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ていた・彼によれば、このような政治の形態こそ歴史の流れに即した最も進歩

的な政治のあり方であった。「…我が国の政治家たちが抽象的な公正と平等を

求める呼びかけに注意を払ったなら…結果はどうなるであろうか。我々が考え

るには、歴史がこうした問題にきわめて正しい答えを出すことになるであろう。

自由貿易、南北戦争、ジャマイカの反乱、選挙権の問題、全国レベルでの教育、

アイルランド国教会制度の廃止、秘密投票、労働争議に対する刑事罰の廃止、

諸工場法、その他多くの例を挙げれば充分である。民衆の本能は政府よりも進

んでいた。これらの問題をめぐるアジテーションが成功したことは民衆の本能

が正義にして真実であり、公正という点からみても彼らの主張を実現すること

がもっとも健全な政策であることの考えら得る最良の証である。過去にあては

まったことは全く同様に現在にもあてはまる。」

かくして、ハウエルの考えでは、社会主義は議会と民衆運動との連携がうま

くいかなかった時期の未熟な運動であり、労働者の選挙権獲得と民衆の主張に

理解を示すカリスマ的政治家グラッドストンの登場により乗り越えられた存在

でしかなかったのである。

ハウエルの第一インターナショナル論

グラッドストンがブルガリア虐殺事件を契機に政治活動を再会した1876年は、

第一インターナショナルが解散させられた年でもある。ハウエルらイギリスの

労働組合運動の指導者たちは、第一インターが設立されたとき、この団体に参

加していたが、もちろん、彼らが参加した意図は、マルクスのそれとは全く異

なったものであった。しかし、第一インター＝マルクス＝革命的という評価が

定着するにつれて、彼らが、第一インターに参加したことがあるという経歴は、

労働組合の社会的地位の向上をめざす上で障害になる可能性が出てきた｡事実、

1876年に、ディズレーリは、世界的な規模での秘密組織の活動を警戒する演説

をおこなっている。また、枢機卿マニング（Manning）は、「東方問題」の

背後にはそうした陰謀組織の影がある、と言明したのである。

そこで、ハウエルは、1878年の『ナインティーンスセンチュリー』誌に「国

際的労働者組織の歴史」という題名の論文を執筆し、自らの政治的立場は自由
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主義であり、マルクスのそれとは全く異なっている、と強調し、これまで培っ

てきた自らのイメージを守ろうと試みたのである､。ハウエルによれば、第一

インターの結成に至った理由は以下の４つであった。①ポーランド連盟

(PolishLeague）の設立による大陸の労働者及び亡命者とイギリスの労働者

の交流の増大②イタリア独立戦争の勃発とイギリスの労働諸階級の自由で専制

君主と聖職者から解放されたイタリアに対する熱狂的支援③1859～1860年にか

けて戦われたロンドンの建築労働者のストライキに対する大陸の労働者たちの

共感とロンドンの労働運動の指導者たちとのコミュニケーションの拡大④1863

年３月26日に聖ジェームスホールで開かれ、プライト（JBright）が司会を務

めた南北戦争で北部を支持するための集会による大陸の労働者とロンドン在住

の労働者の交流の増大

つまり、ハウエルは、第一インターを、自由主義的な労働者の国際組織と考

えていたのである。したがって、彼の立場からすれば、マルクスは、第一イン

ターに分裂を持ち込み、その後の運動を弱体化させた張本人であった。この論

文の中でハウエルは、マルクス批判にかなりのページを割いている。「1865年

９月25日の月曜日に、インターナショナルの第一回年次会議がロンドンで開か

れた。…この会議は大成功であったと見なされ、1865年の冬から1866年の春の

期間を通じて評議会の活動にとって励みとなった。そして、インターナショナ

ルの原理が普及し、その数的力をかなり増やすことが可能となった。しかし、

残念なことにカール・マルクスというドイツ人の医者の宗教的理念が導入され

たことにより、この最初の会議に不和と衰退の種がまかれた。その時から、分

裂が表面化し始めた…彼の宗教的理念は、インターナショナルの中のイギリス

人のメンバーの心をとらえることはなかった。一般的に言って、それは、彼ら

にとって不快なものだった。」

それでは、マルクスの理念のどこが、宗教的だというのか。ハウエルによれ

ば、普遍的、社会的、民主的共和国というスローガンはひどい夢想の最たるも

の（wildestofanwildpoliticaldreams）であった。彼にとって、政治ス

ローガンの当否の基準となるのは現段階で実現の可能性があるかどうかであっ

た⑧。したがって、イギリスにおいて君主政か共和政かという政府の形態にこ

－６－



だわるべきではなかった。ハウエルは、君主制の下でもイギリスにおいては、

着実に改革が進展している、と考えていた。「イギリスのメンバーに関して言

えば政府のあるべき形態については未決定であり、二義的な重要性しか持たな

いと考えられていた。彼らにとって重要な問題は、普遍的な自由、完全な選挙

権、公正で平等な法であった。……イギリスにおいて、この種の問題は、ゆっ

くりとしか認識され、実現されることはなかったが、それでも、かなり、手の

届くところまで来ていた。」

さらに、社会的民主的共和国というスローガンの下で、大陸の社会主義者た

ちが構想した社会のイメージはハウエルにとって全く理解不能なものであった。

また、彼らが議会を通してではなく、いわゆる、民衆の直接行動によって理想

の実現を目指していることも彼の疑念を増した。「大陸の連中は、まず、全て

を否定し、過去のあらゆる迷信一宗教、信仰一を一掃し、それから、彼ら独自

のお粗末な（ownpoor）意識から進化した新たな基礎の上に人類社会を再建

しようと望んだのである。もし、その社会が､人間性の持つ弱さに適合しなかっ

たとしたなら、その時には、人間性が、この新たな社会の状態に適合するよう

に作り直されねばならなかった。これらの途方もない変化を実現する手段は、

声明や宣言や演説であるとされた。もし、これらの手段が失敗したら、宣伝と

改宗のためのより強力な措置が取られることになっていた。」

こうして、ハウエルたちと大陸の社会主義者たちの対立は深まる一方であり、

しかも、抗争は大陸の社会主蕊者たちに有利に展開していった。1866年９月に

ジュネーブで開かれた、インターナショナルの第二回年次会議の内容は、彼に

とって不満の多いものだった。「参加者の大多数は、フランス、ドイツ、スイ

ス、ベルギー、ロシア、ポーランド、イタリアの人々が占めた。…全ての人々

が理想の普遍的共和国を声高に求めた。しかし、その目的と実現手段について

は皆ばらばらであった。…善良で誠実な人物も何人かはいた。しかし、雄弁と

大声の支持を受けて、口先だけの詐欺師が優位を占めた。少数のイギリスから

の参加者は、着実な現実主羨者であった。彼らは、抽象的な理想に夢中になっ

たりはしない。彼らは、行為、行動を欲している」「常に抽象的な諸理論が論

蟻され、政治的妙案（nostrum）なるものが発表され、その結果、イングラン
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ドでは脱退するものが現れた。…イングランドでは、人々は実質的なことのた

めに戦うが、大陸では、抽象的な理想のために戦うことに満足し－彼らは夢想

に根本的原理という衣装をまとわせる－血を流す。」

1867年のローザンヌ会議では、マルクス派の勢力が増大することになるが、

それは、ハウエルにとって憂慮すべき事態であった。マルクス主義を労働者の

理論とは認めない彼にとって、マルクス派の勢力拡大は、第一インターの労働

者の利害からの逸脱、労働者の脱退をもたらすものであった。「次の会議は、

ローザンヌで開かれた。ここでも、また、外国の分子が優勢となった。さらに

重要なことに、実際の熟練労働者の数はこれまでよりも減少し、大陸型の中産

階級の夢想家や理論家が多数参加するようになった。メンバーの多くの政治的、

社会主義的な傾向はより明白になった。また、分裂と喧喋が絶えることなく続

いた。イングランド的なものは、どこにも存在しなかった。政治的自由と企業

活動（industrialenterprise）の静かな発展は、もはや、この好き勝手なこと

ばかりいってまとまりのない連中（BabelofTongues）の議論のテーマとは

ならなかった。かくして、労働者の会議よりもユジェーヌ・シュー（Eugene

Shoe）の小説にふさわしいような大言壮語の諸決議を採択して、大会は終わっ

た１９)」

その後、第一インターは、当局の弾圧を受けて、1876年には完全な活動停止

に追い込まれることになる。ハウエルは、このような第一インターの歴史をい

かに総括したのであろうか。この論文の中で、彼は７項目の結論を引きだし、

それを、自らの方針の正当化と社会主義批判のために利用しようと試みている。

①第一インターの本来の綱領と創設者の意図は、決して、革命的なもので

はなかった。それは、富の偏在と、民衆の政治的に取るに足らない存在にされ

ているという現状を合法的な手段で改善しようと目ざすものであった。事実、

第１回の呼びかけは、彼らの30年間にわたる闘争の重要な成果として、工場法

の制定と生協、特に、当時、ランカシャーなどで広がりつつあった共同生産を

挙げていた。また、ここで述べられている共同生産は、生活向上のためのもの

であり、当時の支配体制を覆したり、あるいは、国家による共同生産一ハウエ

ルに言わせれば自助を国家の援助と置き換えること－を目ざしたものではなかつ
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た。イギリスのメンバーたちは、女王についても、また、国教会についても、

さらにイギリスの伝統的国政についても、これを尊重していた。第一インター

ナショナルで彼らが説いたことは、これまでの運動の枠を越えるものではなかっ

た。「これは、決して新しい教説ではない。それは、毎日曜日、何万という説

教壇から説かれていることである」

②第一インターナショナルは秘密結社的な性格を帯びたことはない。設立

会議は公開で行われ、ロンドンの新聞記者たちが招待された。メンバーたちは、

いずれも、自分たちの活動の内容が広範な大衆に知らされることを望んでいた

が、マスコミの側が彼らの活動をあまり報道しなかった｡第一インターが秘密

結社であるという誤解は、そこから生じたものであり、きちんとした報道がな

されれば解消するはずのものであった。Bee-Hiveが1864年に発行されること

になったのはそのためであった。

③ハウエルによれば、第一インターが恐るべき組織であるという印象を一

般の人々が持つようになったもう一つの理由は、第一インターの規模に対する

誤解があるという・彼によれば、第一インターに会費を払ったイギリス人のメ

ンバーは500人を越えなかったという。フランス、ベルギー、スイスについて

は、メンバー数はイギリスよりも多かったが、それでもたいした数ではなかっ

た（ｉｎｎｏｏｎｅｃｏｕｎｔｒｙｗｅｒｅｔｈｅｎｕｍｂｅｒｆｏｒmidable）

④また、第一インターの資金力についても、ひどい誇張がされているとい

う。当時、第一インターが、まず、フランスで、次いで、スペイン、イタリー、

ドイツで武装蜂起を起こし、最後に、イギリスで平和裏に革命を実現すること

を目ざしているという風説が流布していた。しかし、ハウエルによれば、そん

なことは不可能であった。第一インターは当初から、財政難に悩まされ、パン

フレットの印刷費や職員の人件費の支払いにも事欠く有様であった。現実主義

者であるハウエルの考えでは、このような財政状況にある組織に革命ができる

はずがなかった。「古いことわざによれば、貧困は犯罪ではないとされる。し

かし、貧困であるということは、誠に具合の悪いものであり、特に、最終的に

はそれに代わる別の形態の政府に置き換えるべく、既存の王朝と張り合い、そ

れを打倒する目的で組織的な蜂起を試みる際には、そのことがいえる」
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⑤ハウエルによれば、第一インターの活動は、その始まりにおいて夢想で

あり、その結末において大失敗であったが故に、高く評価することはできない

という。ただし、当初の問題提起には正しいものがあったという。第一インター

は、ヨーロッパの民衆に、世界には戦争よりも高尚で流血よりも高貴なものが

ある、商工業が国民の繁栄の唯一にして真の基礎である、労働諸階級は憎しみ

もねたみもない産業間の国際競争が可能であり国際紛争は人民大衆の進歩と生

活向上の最大の敵であることを理解しはじめていることを示そうと努力した。

また、大陸の労働者に、各産業の労働者の団結と自助は国家の助けや政府の援

助よりもすぐれたより確実な社会的解放の手段である、と教えることに努めた。

こうした教えの真の価値と広がりは、まだ、十分に認識されていない。しかし、

いずれ、実を結ぶための種はまかれたと主張している。ハウエルの考えでは、

社会主義ではなく、グラッドストン的な国際平和の理念に基づき、労働者の団

結権を容認するタイプの自由主義こそが最も進歩した将来性のある思想だった

のである。

⑥したがって、ハウエルの見解では、1871年の５月に第一インターがパリ

コミューンに対して行った呼びかけは、重大な失策であり、組織の解体を決定

的にするものであった。彼によれば、パリコミューンに対して第一インターの

取るべき態度は、その過激化に歯止めをかけ、より穏健な方向に導くことであっ

た。しかし、第一インターは、自分たちは革命を計画しておりコミューンの内

にそれを実現する手段を発見した、という考えを広めて、一般大衆のコミュー

ンと第一インターの両者に対する警戒と怒りをかきたて､双方を破滅に追いやっ

たのであった。ハウエルは、当時の第一インターの運営の主導権を握っていた

ドイツの社会主義者とフランスの民主的共和国の樹立を目指す人々を強く非難

している。そして、もちろん、彼が最も敵意を燃やしたのは呼びかけの起草者

マルクスであった。

⑦ハウエルは、彼が述べてきた第一インターの歴史から次のような教訓を

引き出した。まず、第一インターの失敗は、一般大衆の生活を確実に向上させ

る方法は、現実的な法案と理性的な方法に基づくゆっくりとしたものでなけれ

ばならなかった。このようなイギリス的手法は、大陸の社会主義とは決して相
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容れぬものであり、両者を接合さようとするのは確実に失敗するばかげた試み

であった。プロレタリアート、団結といったイギリス人にとって自分たちの思

考習慣とは無縁な、頭を混乱させるだけの大言壮語に過ぎなかった。また、マ

ルクス的な階級闘争の理論は、自分たちの理論を全面的には受け入れないとい

う理由で、また、たとえ、改革の内容については一致点があっても、実現に至

る手段について相遮があるという理由で、全ての階級の全ての人々を進歩と自

由の敵として批判する全くの愚行であった。さらに、政治改革にできることは、

公正で有益な法律を通じて労働者が自らを向上させるための障害を取り除くだ

けであった。労働者を堕落と貧困から真に救い得る力を有しているのは、自助

の精神だけであった。

このように、ハウエルはマルクスの思想に何の共感も感じなかった。しかし、

彼を頑迷な反共主義者として切り捨ててしまうのは公正ではない。この論文が

発表された1878年はドイツにおいて皇太子暗殺未遂事件を口実として社会主義

者取締法が成立した年であった。この法律に対してハウエルは強く反対してい

る。彼は暗殺を試みた人物は、社会主義者とは無縁であるというドイツの社会

主義者の声明を受け入れてこの法律を強く批判している。さらに、マルクスに

関して、マルクスをよく知る人々は彼の欠点とイギリス人にとっては無茶な

(extravagant）ものに思われる政治、社会問題に関する見解にもかかわらず

その人格を信頼していると述べ、マルクスの発言を論拠として、パリコミニー

ン時の「犯罪」及びドイツ皇帝暗殺未遂事件とマルクスの関わりを否定してい

る。マルクスの主張に何の共感も感じなかったという点でも、また、言論と出

版、思想の自由を断固として擁護したという点でも、ハウエルは徹底した政治

的自由宇義者だったのである。

ハウエルの「自助論」

これまで検討してきた1870年代のハウエルの政治、労働運動に関する基本的

な考え方は、その後も基本的には変わらなかった。1880年以降のいわゆる「社

会主義の復活」「新組合」の登場に際して、ハウエルは、リプーラブ主義がこ

れまでに実現した具体的な成果を強調して、労働者独自の政党形成に強く反対
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した。同時に、彼は「自助」の重要性を説いて、国家の干渉に依存しすぎるこ

とに警鐘を鳴らし、社会主曇に反対し続けたのである。1880～1890年代にかけ

て、そうした目的のために書かれた、彼の一連の雑誌論文の中で、そうした彼

の考えが特に明確に打ち出されているのは、1889年の『コンテンポラリーレ

ピュー」に掲載された「労働組合会議と社会立法：団結した努力による相互の

自助の記録」という論文と1891年の『ニューレピュー』に掲載された「社会民

主主義者と労働組合会議」及び「誤った労働立法」という二つの論文である。

すなわち、ハウエルは、前者の論文においては、労働組合会議の努力によっ

て実現した一連の立法は自助の精神に基づくものである、としてこれを全面的

に支持している。しかし、後者の論文においては、社会主義者の主張するよう

な国家の過剰な干渉を招く法律は誤りである、と批判しているのである。した

がって、この三つの論文を比較することにより、ハウエルの「自助論」の特質

に迫ることができるように思われる。

最初の論文において、ハウエルは、労働組合会議結成の前史にかなりのペー

ジを割いている。彼によれば、全国の労働組合を結集して会合を持とうという

アイデアは以前から存在した。しかし、当初、労働組合は疑惑の目で見られ、

議会その他で中傷を受けていた。また、そうした中傷に反論し、彼らが議会に

自分たちの代表を送れないでいるという状況を是正しようとする議員は全く存

在しなかった。また、1834年のいわゆる「全国労働組合総連合」をはじめとし

て、労働組合の全国組織を作ろうとする動きも何度か見られたが、それを安定

した常設の組織とするだけの組合の支持を得ることができず短命に終わった。

ハウエルによれば、ロンドン労働組合評議会こそ、そうした全国的な労働者

の組織を作ろうという動きの中で、唯一存続し続けているものであった。通説

では、労働組合会議の結成においてイニシアティブを取ったのは、ロンドン労

働組合評議会の指導者と対立するポッター（GeorgePotter）派の方であった

とされているが、ハウエルは、その点には触れていない。彼によれば、労働組

合会議の結成の契機となったのは、労働組合の組織と規約に関する王立調査委

員会の設置と労働組合の資金の保護に関して従来よりも労働者の側に不利な裁

定を下したホーンピー・クローズ（HornbyvC1ose）判決であった。ここで
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注目されるのは、ハウエルが、当初は王立調査委員会も、また、マスコミも労

働組合に敵意を持っていたと考えていることである「王立委員会による調査の

目的が労働組合を弾圧する口実と正当化にあったことは疑う余地がない…全体

として見た場合、新聞の論調にもそうした態度が見いだされた。あるロンドン

の指導的日刊紙は『労働組合は公共に害を及ぼす存在として抹殺（stamped

out）されねばならない』と述べた⑩。」

しかし、周知のように、王立委員会の報告も、また、それを踏まえて成立し

た1871年の労働組合法も、当初、労働組合の指導者が危倶したような内容には

ならなかった。むしろ、一定の制限付きながら労働組合を法的に承認し、その

権利を認めるものだったのである。ハウエルは、このような変化が生じた背景

には、自らが先頭に立って展開した第二次選挙法改革により労働者が選挙権を

獲得し、労働者の政治的発言力が増大したことにあると考えた。1868年の総選

挙は、そのことを如実に示すものであった。「各労働組合は、驚く程、一致団

結して、彼らの資金に対する保謹と組合が、団結によって正当な目的を追求す

る合法的な団体として、この国で法的に承認された地位を持つことを要求した。

前の議会で彼らを非難した立候補者の多くが、今や、労働組合を合法化し、彼

らの財産と資金に正当な保護を与える法律を支持することを誓約せざるを得な

くなった00。」

ハウエルは、その後、1868年の第１回大会から1888年の第２１回大会までの各

大会の概略を述べ、さらに、労働組合会議が制定に貢献した労働者の生活と関

わる諸立法を列挙している。その際、注目されることは、彼が、1870年の工場

法の適用範囲拡大、1871年の労働組合法、1875年の資本家と労働者の法（The

EmployersandWorkmenAct）といった従来の要求の延長線上にある法律

だけでなく、1876年と1880年の商船法（MerchantShippingAct)、1880年の

雇用者責任法（Employer，sLiabilityAct)、1883年の特許法（PatentAct)、

1884年と1885年の第三次選挙法改革と議席再分配法案などこれまでよりも原理

的にさらに進んだ、あるいは、その影響が労働者に限定されない法律にも関心

を向けていることである。つまり、ハウエルの考えでは､労働者が団結して種々

の政治的働きかけを行うことは自助の理念にかなった行動だったのである。

－１３－



これに関連して、ハウエルは、労働組合会議と、実務を担当する議会委員会

が自分たちの資金だけで組織を運営していることを強調している。また、労働

組合以外のメンバーが運営に介入してくることに反対している。「これらの組

織は全面的に自分たちの力で運営されている。労働組合会議自体は会費によっ

て、また、議会委員会は労働組合または地域の労働組合評議会からの自主的な

寄付によって運営されている。外部からのいかなる援助も認められない。政治

的あるいはその他の団体が大会に代議員を送ることは認められない。また、彼

ら、あるいは、個人が寄付をしたり、会費を支払ったりすることもできない026」

彼が、外部の動きに警戒感を表明したのは、今後､労働組合会議の運営をめぐっ

て社会主義者との対決が不可避であると考えていたからである。「会議の政策

をどちらが指導するかについて、社会主義との主導権争いが起きるであろうと

言われている。集団の努力による自助に基礎を置く古いタイプの労働運動の指

導者は時代に遅れている、今日の労働運動の指導者はむしろ国家の援助に依拠

している、という決めつけがなされた⑬」

ハウエルが警戒した勢力、それは復活を遂げた社会主義者であった。その後、

彼は、労働党が具体的な成果を挙げるまで、いわゆる「旧組合」のイデオロー

グとして、社会主義の影響を強く受けた「新組合主義者」と論争を続けること

になる。彼が社会主義者を批判する際に自らの論拠としたのは、自由党との協

力がこれまでに猶得した実績と、団結による「自助」の国家の援助に対する優

位であった。1891年に彼が執篭した論文「社会民主主義者と労働組合会議」は、

彼のそうした立場を端的に示すものである。

1890年のリバプール会議において、社会主義者は、従来の運動方針とは異な

る新たな要求を労働組合会議の決議に採択させることに成功した。しかし、そ

れは、ハウエルにとっては容認しがたいものであった。両者の意見の対立は、

まず、１日八時間労働の是非をめぐって明らかになった。ハウエルは、労働時

間の短縮には賛成であったが、それを国の法律で決定することには反対であっ

た。まず、国の法律によって八時間労働が決められると、監督官の許可を得な

い限りそれ以上働くことができなくなる、つまり、自分の好きなだけ働くこと

ができなくなる、と考えた。また、すでに、労使協約によって８時間よりも少
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ない労働時間が標準労働時間とされている場合には、８時間労働が法制化され

ることにより超過勤務手当がつかなくなり労働者に不利となるケースがあると

みていた。さらに、鉄道従業員、船員、店員など、法定８時間労働にはなじま

ぬ職種が存在すると見なしていた。かくして、ハウエルは、それぞれの職種が

個別の団体交渉によって労働時間を設定した方が全職種一律に労働時間の限度

を設定するよりも優れている、と主張したのである。

この会議において、トム・マン（TomMann）の、自治体が作業場、また

は、エ場を設置し自治体の管理下に置く、議会委員会はこの問題に取り組む、

という提案が採択された。しかし、ハウエルは、これにも反対であった｡彼は、

フランス２月革命の時の国立作業場のたどった運命を心に留めていたからであ

る。ハウエルにとって、国や公共団体が失業者を救済するために工場を設置す

るという構想は、その破産が歴史的に証明されたルイ・プラン（LouisB1anc）

のそれの焼き直しに過ぎなかった。そうした工場は、自由な労働に依拠する民

間の工場との競争には耐え得ない、と彼は確信していたのである。これに関連

して、彼は、公共事業についても、無駄が多く不満足なものでしかない、とし

て批判的であった。ハウエルは、適正な価格で質璽ともに充実した事業が確保

されるように、一般大衆が公共事業に対する監視を強める必要がある、と説い

ている。

ハウエルは、社会主義者との抗争は今後もしばらく続くと考えていたが、最

終的に勝利を収めるのは自分の側だと確信していた。「総じて、我々は、抗争

の渦に投げ込まれ、それは、イングランドの労働者が国家は個人のために何で

もすることが出来る、彼が自分の力でするよりも国にやってもらった方がよい、

という魅力的な夢からさめるまで続くであろう。しかし、そうした夢は、他の

多くの夢と同様消え去ることになるであろう。自らに頼り、自らを抑制すると

いうのが我が民族の特質である。これらの特質は、団結した努力に支持され支

えられて、過去と同様に将来においても鰯Ｉし、自らの進んでいる方向力扮かっ

ていない社会改革者たちを敗走させるであろう。伽」

同じく1891年に発表された論文「誤った労働立法」において、ハウエルは、

社会主義批判をさらに詳細に展開している。実務家であったハウエルにとって、
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複雑な問題を多々含む労働問題を一挙に解決する方法があるとは信じられなかっ

た。また、労働者の地位向上に長年にわたり取り組んできた自分こそが労働者

をめぐる諸問題をもっとも熟知しているのだという自負もあった。「この事実

(労働問題を一挙に解決することは出来ないと言う事実）は、しばらくすると

この問題を真に研究している人々の心に刻みつけられるようになった。しかし、

問題の隅をちょっとかじっただけで全てを知ったと妄想している人々にとって

はばかげたことのように思われた四・」

したがって、ハウエルにとって、社会主義者の主張は妄想にしか思えなかっ

た。「政治的山師たちは、常に、産業に関わる人々が引き継ぐ全ての弊害を解

決する万能薬を準備し、上から下まであらゆる社会身分の全ての病を治療する

と保証する。」彼の考えでは、資本家を一掃することによって、事態が良い方

向に変わるという保証はどこにもなかった。また、資本家をいかにして一掃す

るのか、それを実現する方法も不明確であった。彼にとって、資本家を一掃せ

よという主張は、イギリスにおいて、また、世界の他の諸地域において革命が

近づきつつある、と街頭で呼びかけ、大衆に来るべき変革の本質を伝え準備を

させようと望んだ人々が掲げた粗雑なスローガンに過ぎなかったのである。

ハウエルは、生産、流通手段の国有化というスローガンが、当時の失業者を

はじめとする貧しい人々の心をとらえていることは認めたが、それが社会問題

の解決に本当に有効であるかについては疑問を持っていた。まず、生産、流通

手段の国有化の実現には膨大な時間と労力を要し人々を困惑させるであろうと

予想していた。さらに、国家によって統制された経済が従来の市場経済よりも

効率的なものになるかどうかについても懐疑的だった。「社会主義者が提案す

る国家による規制と統制が実施される制度の下で、最も適したものが支配する

という絶対的な保証を我々は持っているだろうか。」

ハウエルによれば、法律によってなし得ることは、公正な競争のための障害

を除去することであり、法律それ自体が繁栄を約束するものではなかった。ま

た、そうした限界を自覚することが大切であった。「現在の労働条件に付随す

る弊害は、それが、法律に起因するものである限り、法律によって是正され得

るであろう。しかし、不満があがっている問題のいくつかは、この方法で是正
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することは、ほとんど不可能である。貧困に苦しむ人々を、法律によって惨め

な状態からより高く高潔な存在へと変えることはできない。法律は、ある場合

には、障害を除くことができるであろう。また、悪への道をより困難に、美徳

への道をより容易にすることさえもできるであろう。…実定法の妥当な領域と

限界については現在も、また将来においても常に意見の相違力樋きるであろう。

…広い経験を持つ人々は通例法律の拡大を避けようとする。…このような考え

方は、恐らく、単純なレッセフェールであるとして非難されるであろう。しか

し、ここで述べられている原理それ自身は、国家が全てを行い、個人は何もし

ないことを望む新しい学派の人々によっていかなる中傷のレッテルが貼られよ

うとも、健全なものなのである。」

また、国家による経済の統制は、エドワード３世時代の賃金規制に端を発し、

労働問題に関して種々のトラブルの原因となった、そして、それを是正すべく、

ハウエルたちがこれまで行ってきた規制緩和の努力に逆行する時代錯誤の試み

であった。「問題は、我々が古い秩序一国家による規制と統制一に復帰するの

か、それとも我々が長年取り組んできた仕事、経営者と労働者を法の前に平等

の地位に置く仕事を完成させるかである。…過去の誤りは避けなければならな

い。そうしないと、この国は、そこから脱出することが恐らく不可能なぬかる

みにはまることになるであろう。」

ハウエルにとって、社会主義とは、歴史の流れの中で繰り返し登場し、その

都度失敗を重ねてきたユートピア的な運動に過ぎなかった。その後、彼が「新

組合」は過去への回帰である、と主張し続けたのは、そうした信念に基づくも

のであった。「我々は、今とは異なった、より、穏やかな形態の社会主義に対

する熱狂も経験したことがある。ロパート・オーエン（RobertOwen）の計

画は、貧富の差を問わず、また、農民も王族も引きつけた。－国王さえ、話を

聞くことをいやがらず、関心を示した－プロンテ・オプライエン（Bronterre

O'brien）も、我々が現在耳にしているような、より粗野（wilder）な形の独

自の計画を持っていた。その時以来、種々の運動が発生し、流行し、消滅して

きた。」

ハウエルによれば、労働者の運動の中で、継続的な発展を続け、大衆の生活
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の向上に大きな貢献を行ったのは生協と労働組合であった。彼は、自分が有益

と見なした法律の成果を列挙するとともに、法律の限界と自助の優位を指摘し

て論文の結びとしている。「法律は、現物給与、苦汁労働等々の産業制度の弊

害を是正する上で、事実、多くの貢献をすることができる。また、安全､衛生、

その他の分野における労働条件の改善についても、そのことは言える。しかし、

自助と自らを頼りとすることが、大衆をより高い生活水準とより高尚な生活へ

と高めうる唯一の正しい方法なのである。」

こうして、ハウエルは、一定の限定を付けた上で、立法活動をも含んだ集団

的自助論を説き、過去の実績をもとに、彼の自助論の社会主義に対する優越を

確信していた。しかし、その後の歴史の流れは、彼が予想したようには進まな

かった。彼が社会主義批判の論文を書いた1890年代は、経営者の側の労働組合

攻撃が強化された時期でもあった。その結果、労使関係はその後不安定さを増

してゆく。そのことは、社会主義者の勢力の増加を意味し、自由主義自体の変

貌をも促すことになる。ハウエルの予想とは逆に、1850年代から1880年代の経

験に基礎をおいた彼の信念はその後、何らかの修正を迫られることになり、社

会主義者との抗争が激化することになるのである。

むすびにかえて

これまでの考察から、ハウエルの社会主義論の特色は、ほぼ明らかになった

であろう。ハウエルの見解によれば、当時のイギリスにおいて存在したような

議会中心の政治構造、すなわち、第二次選挙法改革の実現とグラッドストンの

登場によって定着した民衆運動の主張が信頼できる政党とその指導者の協力に

よってゆっくりとではあるが着実に立法化されていくシステムこそが、もっと

も進歩した政治形態であった。彼は、自分たちが議会への働きかけを通じて漣

得した実質的成果を強調し、革命の必要性を認めなかった。いわゆる空想的社

会主義は、民衆運動と議会とが直接の接点を持ち得ず過度の不平等を是正しえ

なかった時期の産物であるという意味で未熟な存在であった。また、労働者全

体の利益についても考慮することを忘れていなかったとはいえ、熟練職人とし

てのプライドを持ち続け、熟練職人と非熟練職人を全く同一に扱うことに反対
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であった彼にとって、マルクスの主張は実態から遊離した単なる思弁にしか思

えなかったのである。

ハウエルの議会制度に対する信頼は、彼が社会主鏡に反対する際の論拠とし

た「自助」の理念にも大きな影響を与えている。彼の「自助論」は、単に、国

家の干渉よりも集団による相互扶助を重視するというだけでなく、従来考えら

れてきた「自助」の理念よりも積極的な、法的不平等を是正し労働者が安心し

て働ける環境をつくるための立法活動までも含むものであった。まさに、それ

故に、ハウエルは、労働組合会議を相互の努力による「自助」のための組織と

位置づけ、労働組合会議とその議会委員会が猿得した具体的な成果を強調した

のである。また、その根底には、箪者が前稿で明らかにしたような、グラッド

ストンの登場以来培われて来た自由党への深い信頼が存在したいうことができ

る。

このような、ハウエルの既存の議会への信頼は、いかなる歴史的意義を有す

るのであろうか。前項において、筆者は、運動形態としてのリプーラプ主義と

政策としてのリブーラプ主義を区別することを提唱し、労働党が独立した政党

となった後も多くの政策において自由党と一致点を持ち続けたことを考慰に入

れるべきだと主張した。さらに、議会での活動を重視するという観点からみれ

ば、労働党のそうした傾向は自由党の弱体化後も、主要な潮流として、現在ま

で存在し続けることになる四。労働者が議会と直接関わりを持つようになった

のは、いうまでもなくハウエルがその立て役者となったリブーラプ期を端緒と

する。イギリス労働運動の議会主義の起点としてもリプーラプ主義は大きな歴

史的意義を有していたと言わねばならない。

（註）

(1)例えば、Belchem,POpulm･RadicaZiSmi〃jVZJzetee"th-CblztuUBr雌

qilD,1996では、グラッドストンとリプーラプ主義に一章が割かれてい

る。我が国でも、リプーラブに関する初の本格的研究書である鈴木光童

氏の著書が刊行された。鈴木光重『近代イギリス自由労働主義の研究』

1999年。また、ピアジニ、ジョイスらの研究は、当時の労働者の政治的
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急進キ義者としての面に注目し、労働者と議会を結びつけたカリスマ的

指導者としてグラッドストンの役割に注目している。さらに、最新の労

働党史研究である『労働党百年史』にもそうした傾向が看取される。他

方でグラッドストンの伝記が相次いで刊行され､彼に対する関心が高まっ

ている。

Ａ・Chadwick，AMiracleofPolitics'：theriseofLabour，1900-1叫５

ｉｎＢＢｒｉｖａｔｉａｎｄＲ,Hefferman，（ed.）ＺＹｂｅＬａ６ｏｕｒＰｔｕｒ妙：ＡＣセル

ｔｕ”HZStoが,2000；Ｅ､Ｆ､BiaginiandA.』・Reid，（eds)，ＣｉＺｒｒｅ"ｔｓ

ｑ/RqdicaJjSm,1991；Biagini,Liberty,RetFw8cﾊme7ztmd,Ｒａ/brm3

POpujとｕｒＬｉ６ｅｍＺｉｓｍｍｔｈｅＡｇｅｑ／GbdSto"e,1992；Ｐ・Joyce,Ｄｅｍ－

ｏｃｍｔｉｃＳｕｂﾉbcts：ＺＹｈｅｓｅ〃α'zdsocmZmJzmetee几ｔｈｃｅ"tuJyE）Zg‐

JcuJzd，1984．最近刊行されたグラッドストンの伝記としては、Ｈ・ＯＧ・

Matthew，GkEdstoJze，２vol・’1986-1995；Ｒ・Schannon，GltudSto"e’

２vol、1982-1999；Ｒ・Jenkins，GkzdStoJze，1997；Biagini，GkzdSto"e，

2000.

(2)イギリスの労働者階級とマルクス主義については、HMcKibbin,Ｗｈｙ

wastherenoMarxisminGreatBritai､，ｉｎｍｅｊａｅｏＪＯｇｉｅｓｑ／

Cmss，1990.があるが、この論文が取り扱っているのは、労働党とマ

ルクス主義の問題である。

(3)労働者の自助に関する最近の研究としてはE・Hopki､８，Ｗ。戒img-Chss

SblfHblpi凡凡i"et…tかce7lmJ1yEngkmd,1995.

(4)T1heWbZZBsZ2yhzdGjEtoVicto'･iCz〃PbriodiazJS18型-1900,1966-1989.

によれば、ハウエルの主な雑誌論文は以下の通りである。

①TheWorkingmenandEasternquestio､，Ｃｂ"tempom”Ｒeひiezu，

ＶｏＬ２ａＯｃｔ、1876.

②IntimidiatonandPicketing：twophasesoftrades-unionism,Ｃｂ〃

tempomlF1yReuieLu，Vol，３０．Sept、1877.

③TradesUnions，apprentices，andtechnicaleducation，Colztempo‐

ml7WyReUieLU，Vol、３０．０ct、1877.
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④AretheWorkingclassesimprovident?，Cblztempomm'ReuiC山，

Vol，３２．Jun、1878.

⑤TheHistoryofthelnternationalAssociation,JVilleteelzthCb"tUmノ

ＶＯＬ４．JuL1878．

⑥Trade-unions：theirnature,character,ａｎｄwork，RraSer'ｓ」Mblga‐

ｚｍｅ，ＶＯＬ９９．Jan、1879.

⑦Strikes：theircostandresults,Ｆ池ser'sMtZgazijze,ＶｏＬ１００Ｄｅｃ、

1879.

⑧TheCaucassystemandtheLiberalParty,ハルmQuarterbﾉＭｂ１ｇﾋﾞﾋﾞ‐

Ｚｍｅ，Vol、１２０ct、1878.

⑨TheFinancialconditionoftradesunions,jVmetec"tﾉiCb"t叫びＶＯＬ

１２０ct、1882.

⑩TheDwellingsofthepoor,lVilzetee"thCmtur1y，ＶｏＬ１ａＪｕｎ、

188ａ

⑪TheWorkoftradeunion：retrospectivereview，Ｃｂ几temporam'

Reuie山，ＶＯＬ４４．Sep、1883.

⑫TheHouseofLordsandthecountry，ハノil2etee"thCblztur:y，ＶＯＬ

１６．Ａｕ9.1884.

⑬ＴｈｅＳｔａｔｅｏｆｏｕｒｔｒａｄｅ,FbF･might(yReuieuj,Vol､４７.Feb、1887.

⑭F1uctuationsintradeandwages，Fbrt几妙tlyReuieu），ＶＯＬ４７．

Apr、1887.

⑮Trades，UnionCongressesandsociallegislation8arecordofmu‐

tualselfさhelpbyassociativeeffort，Ｃｂ"tempom”Reuieu），ＶＯＬ

５６．Sep、1889.

⑯TheTradesUnionCongress,jVbLuReuieu',ＶｏＬａＳｅｐ､１８９０

⑰SocialDemocracyandtheTradesCongress,ﾉVbu）Reuieuﾉ,ＶＯＬ３．

０ct、1890.

⑱Mistakenlabourlegislation,jVbLDReuiCzu,ＶＯＬ４.Mar､1891.

⑲TheProvidentsideofTradesUnioniＳｍ,jVbuﾉReuieu',ＶｏＬ５Ｄｅｃ．
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1891.

⑳TheLabourplatform：ｏｌｄstyle，areply，lVbLuReuieul,ＶＯＬ６．，

Apr、1892.

(5)Howell，WorkingmenandEasternquestion，CbJDtempora⑪Reuieu），

ＶＯＬ２８．，０ct、1876．

本節の引用は全てこの論文からのものである。

(6)ハウエルは労働者階級について語る時、workingclassesという語と

artizanという語を区別して用いている。つまり、労働者階級としての

共通の利害が存在することを認めてはいたが熟練労働者と非熟練労働者

を全く同一に扱うことには反対だったのである。このようなハウエルの

考え方は、排他的という言葉で片づけることのできない重要な問題提起

が含まれている。彼によれば、1848年にフランスで行われた国立作業場

が失敗に終わった原因の一つは、労働者の適性、能力を無視した仕事の

割り当てにあった。この経験は、彼が労使関係に対する国家の干渉に不

信を抱かせることになる。Howell，ＴｍｄｂＵ)Zio"iSmlVbmCmdOZd，

1891,rep、1973,ppl68-169．

(7)Howell，TheHistoryofthelnternationalAsociation，jVZjzetee几tハ

Ｃｂ"tuEy,ＶＯＬ４．，１８７８Ｊu1.本節の引用はすべてこれによる。

(8)ハウエルはマルクスと他の社会主義者の違いを理解していないが、本稿

の課題は、ハウエルがマルクスをどう解釈したかなので、この問題につ

いては論じない。

(9)ユジェーヌ・シューはフランスの大衆小説家で、パリの下層民の生活を

描いた『パリの秘密』Ｌｅｓ｣1bﾉsteresdesPm･is，1842-1843が代表作で

ある。

UOIHowell，Trade'sUnionCongressesandsociallegislation8arecord

ofmutualself-helpbyassociativeeffort，ＣＯ"tempom”Reuie山，

ＶＯＬ５６．，Sept、1889．

qDIbid・

ＵＤＩbid．
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Howell，SocialDemocracyandtheTradeCongresses，IVbLuReuieLD，

ＶＯＬ３．，０ct，1890．

Howell，Mistakenlabourlegislation，jVbmReuiem，ＶＯＬ５．，Dec、

1891．

プレアが序文を書いた最新の労働党史の概瀞b書においては、明らかに議

会主義的傾向が見られる。例えば、正当に選ばれた政府を外部から打倒

しようとした1926年のゼネストの不当性が強調されている。Ｔ・Wright

andM,Carter,TｿtePeqpJesPm･妙:ｵﾊeHZstomIqﾉｵﾉbeLa6oulPm妙，

⑮

⑪

1997.
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ABSTRACT

George Howell's View on the Socialism

SAKIMA NOZOMI

In this paper, I investigate George Howell's view on the socialism

and the reason that made him oppose the socialism. As a results I come

to following conclusions.

1. He regarded the British parliamentary democracy as the most devel

oped form of government and the socialism as inferior one. So, He did'nt

find no necessity of progress to socialism 2. He thought that it wasn't

realistic that to treat the skilled worker and unskilled one equally. So,

according to him Marxism is unrealistic religion. 3. Collected Self-Help

was better way than the increase of state inntervention to improve the

life of working classes. But his idea of Self-Help is unique. because he

estimate not only working class mutual help by co-op and benefits of

trade unions but also working men's political activity to get political

equality and improve the living enviroments as Self-Help.
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