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プチ労 92回目用 2018.5.27 

プチ労版：近現代日本 150年の労働者・民衆の闘いの歴史〔草稿〕の追加事項 

頁数は、2018.3.25手渡し草稿 

 

第一部第二章 

 

（１）世界資本主義の新たな段階と労働運動 

 

世界資本主義の新たな段階「フォーディズム」 

最後 4 頁上段 

 

/世界資本主義の「ほどほどの国際協調」/ 

アメリカは、「欧米資本主義の分捕り合戦」第一次大戦が終わり、イギリス

に代わって「世界の基軸国」になったという自負から、1921 年 11 月、アメリ

カが招集する初の国際会議として、「戦後の国際秩序」を決めたワシントン会

議を仕切った。 

これは、前にみたように、ベルサイユ条約、その前提となったウイルソンの

平和 14 か条を引き継いでいた。そこでいう、植民地を含まない「民族自主

権」のとおり、欧米資本主義各国の「ほどほどに協調しながらアジア市場を食

い物にしていこう」という妥協の産物だった。 

ロシア革命のソ連は招かれなかった会議で、中国の領土保全・門戸開放を求

める条約が全参加国 9 か国（日本・イギリス・アメリカ・フランス・イタリ

ア・中華民国・オランダ・ベルギー・ポルトガル）で締結された。 

この条約で「日本の権益返還」を求める中国、そして日本の「膨張」を懸念

するアメリカをはじめ各国の思惑により、日本は、「すでにある満州権益」は

一応不問にされながら、第一次大戦で「濡れ手の粟」で盗った山東半島の権益

を中国に返還させられる。 

領土よりも資本の市場としての中国に強い意欲をもっていたアメリカは、日

露戦争講和の仲介役を担うことで南満州鉄道の共同経営を望んでいたが、日本

に拒否されたあたりから、「国際協調」の名のもとに日本を抑制する姿勢に転

換。 

1924 年には、アメリカ国内への日本移民を制限する排日移民法を成立さ

せ、日本国内の反米世論を煽ることにもなっていた。日米戦争への種だった。 

 

そして、1925 年 10 月には、「戦後の欧州秩序」として、特にドイツとフラ

ンスの紛争を避けるために非武装地帯の確認や紛争を仲裁裁判で解決すること
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などを定めたロカルノ条約が、ドイツ、イギリス、フランスなど西欧諸国で

「ほどほどの協調」のために締結される。 

1928 年 8 月には、これを拡大して、アメリカとフランスを中心に、日本、

そして、ロカルノ条約が「我が国の包囲網の形成」だと反発したソ連を含めて

63 か国が署名するパリ不戦条約が結ばれる。 

この条約は、1600 万人が犠牲になった「総力戦」第一次大戦の反省から、

それまでの国家と国家の戦争を否定し、「国家間の戦争をしかけることは犯

罪」だとした。 

その考え方は、第二次大戦後の東京裁判、ニュールンベルク裁判、国際連合

憲章に引き継がれる。日本国憲法第 9 条第 1 項「戦争放棄」の源流。多くの

国も「戦争放棄」を掲げた。ただし、第 9 条第 2 項「戦力不保持」はごく少

数。 

しかし、その後、戦争が絶えず正当化される「自衛のための戦争」の概念

が、この条約とともに発生し、「侵略」の定義もあいまいで、「ほどほどに協調

するための妥協の産物」だった。 

日本は、ワシントン会議に参加した幣原喜重郎が、1924 年以降、「2 大政党

政治」のなかで外相を務め、「幣原国際協調外交」を展開するものの、世界恐

慌の到来とともに、こうした「妥協の国際秩序」は崩壊する。 

その後の「満州事変」という呼び方をはじめ、各国、「不戦条約違反」かど

うかを姑息に画策しながら、戦争をしていくことになる。 

 

＊山本義彦編「近代日本経済史」、東京新聞「世界の中の日本国憲法―9 条

編上（2018 年 5 月 4 日）」、五味文彦・鳥海靖編「もういちど読む新山川日本

史」 

 

（２）1920年代当初の労働運動・農民運動の高揚 

 

総同盟、闘う組合へ 

最後 11 頁 

 

/「大正デモクラシー」と天皇制国家、労働運動、民衆/ 

「大正デモクラシー」と名付けられたのは第二次大戦後であり、その時期も

1925 年の普通選挙法と治安維持法制定までか、そこから始まる 2 大政党によ

る「政党政治」が 1932 年「満州国」建国と犬養首相暗殺で終わるまでか、諸

説ある。 

それは、「第二次大戦敗戦前に戦後民主主義の原点となる“デモクラシー運
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動”があった？」「それが、満州事変以降の軍国主義に押しつぶされた？」あ

るいは「“デモクラシー運動”が行きついた“2 大政党政治”が結局戦争への

道を開いた？」などの論点があるがそれがどうなのかということに関わると思

われる。 

いずれにしろ、おおづかみに見て“1910 年代から 1920 年代のいわゆる大

正時代に政治・文化・社会全般におこった自由主義的な風潮”という「大正デ

モクラシー」。 

その主な運動である「民本主義」運動と「普通選挙要求」運動を中心に、民

衆の動き、労働運動との関連、それが問い返した天皇制国家、という点から経

過を見ると以下のとおりである。 

 

始まりは、明治天皇死去直後の 1912 年末から“はじめて民衆の直接行動が

内閣を倒した”ともいわれる「大正政変」、桂内閣総辞職。 

中国の孫文らによる辛亥革命後の混乱に乗じて、大陸での権益を拡大すべく

陸軍大臣が提案した師団増設について天皇詔勅を多発して通そうとしたことを

契機に山形有朋系の陸軍大将で内大臣でもある桂太郎の内閣が総辞職。 

伊藤博文が 1900 年に立ち上げた政党、立憲政友会が「憲法に基づき議会を

大事にしろ。天皇を持ち出すな」という「護憲運動」を呼びかけ、国会周辺を

数万人が取り巻き辞職に追い込み、翌年 1913 年には、明治以来の軍部大臣の

現役武官制が廃止される。今で言う「シビリアンコントロール」に一旦なる。 

この背景として、前に見たように、天皇を上回る権力が生じないように「た

こつぼ的権力分立」をはかった伊藤や山形ら元老は、明治憲法に議会を置いた

とはいえ、議会で権力を掌握するかもしれない政党による政治を前提していな

かった。 

しかし、元老による「たこつぼ的権力」間の調整も次第に限界がきて、衆議

院で多数をとる元民権派に対抗するためにも、やむなく伊藤は政友会を立ち上

げた。 

ちなみに、ここまでの過程は、奇しくも、アメリカの 1788 年の憲法成立と

1820 年代以降に 2 大政党が成立する過程と同じ。 

アメリカ「建国の父」たちも政党政治を前提していなかった。 

それは、日本とは違うが、彼らの憲法の至上目的である「自由、特に宗教的

自由の保障」からみて、政党による「多数派支配」は避けたかったから。しか

し、大統領と議会の度々の対立もあり、大統領を補佐する主体が必要になり、

憲法には書かれていない政党を自ら立ち上げることになった。 

その意味で、アメリカ憲法も「反政党的」憲法で、大統領選挙が選挙人の選

挙であり、国民投票の「多数」で決まらない理由のひとつ。 
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日本では、立憲政友会成立の翌年から 10 年間、引き続き「政党嫌いの」山

形系の桂と伊藤系の政友会総裁、元老の最若手である西園寺が、交互に内閣を

担い、いわば「元老の内閣たらいまわし」だった。 

明治の「天皇を元老が取り巻く政治」の限界がきていた。国会周辺には桂・

西園寺による日露戦争後の緊縮財政・増税に嫌気していた商工業者や都市民衆

が集まった。 

1911 年幸徳秋水らを縊り殺した大逆事件の翌年の「政変」。社会主義者には

「冬の時代」が始まっていた。そして、秋水らの逮捕直後の 1910 年、石川啄

木は「時代閉塞の現状」を発表していた。 

「大学を出ても半分が職がなく、それ以外の多数の青年が努力しても 30 円

以上の月給を取れないので、父兄の財産を食いつぶす“遊民”が増えている。

強権の勢力があまねく生き渡り現代社会組織が隅々まで発達し、青年を取り巻

く空気はすこしも流動しない。なのに、そうした制度の欠陥は日一日明白にな

っている。戦争・豊作・飢饉という“偶然”がなければ改善の見込みのない社

会経済状態、財産とともに道徳心も失った貧民と売春婦の増加は何を語ってい

るのか。 

今や我々には、自己主張の強烈な欲求が残っているのみ。理想を失い、方向

を失い、出口を失った状態で、今日我々青年が持っている内向的、自滅的傾向

は、実に“時代閉塞”の結果である。」（「時代閉塞の現状」から筆者抜粋現代

語訳） 

一方で、日露戦争勝利で「天皇の国家日本は一等国」意識を刷り込まれた一

般民衆にとっては、「元老政治をなくせば、なんとなく明るさが期待できる時

代の始まり」だったのか。 

1905 年「日比谷焼き討ち事件」に続き、「大衆運動が政治を動かした。議

会・政党にも民衆の目が向き始めた。」と言われる。 

しかし、藩閥内閣打倒もかかわらず、1916 年には、また、山形肝いりで陸

軍元帥寺内を筆頭にほぼ全員山形系という藩閥・軍部内閣が作られ、シベリア

出兵も強行した寺内が当時流行の「ビリケン人形」にそっくりなことから「非

立憲（ビリケン）内閣」と呼ばれる。 

 

こうしたなかで、1916 年 1 月、東大教授のクリスチャン吉野作造が雑誌

「中央公論」に「憲法の本義を説く」とする論文を発表し、民主主義ならぬ

「民本主義」を唱える。それは、民衆本位の政治を普通選挙による議会政治を

拡大して行うことだった。 

彼は言う。「（明治憲法では主権は天皇にあり）いささかも（人民主権であ
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る）民主主義をとるべき余地がない。民本主義は、その主権を行使するにあた

って、主権者はすべからく一般民衆の福利並びに意向を重んじるとすべしとい

う主義。主権の君主にありや人民にありやを問うものではない。」 

吉野が弾圧を恐れたというより、“苦労して正面から権力に抗して民主主義

を獲得するより、国民本位の政治を天皇のもとで実現するほうが大きな効果が

見込まれる”。いいかえると、明治よりも権威的な面を減らした天皇制に期待

した。 

それでも、「民衆の藩閥・軍部・元老政治への憤怒」を代表するには十分だ

ったのか、「民本主義」は時代の言葉となった。 

 

翌年、1917 年 10 月ロシア革命がおこり、その翌年米騒動になる。 

ロシア革命は多数の労働者を感動させた。 

「社会主義と死を賭して闘う」としてきた友愛会の機関誌「労働及び産業」

の「ロシア革命の感想」という懸賞論文に応募した作品の一つは「生きる光明

を与えたり」（友愛会仙台支部原田忠一）。 

「私は今まで口癖のように子供らにいってきかせてきた。 

“親が無学で貧乏だから、お前らも出世する気遣いはない。あきらめてく

れ。ゆめゆめ大望を起こすな”と。 

ところが、迅雷怒涛のごとくロシアに革命が起こって、瞬く間に天下は労働

者の手に帰してしまった。私はおどりあがった。 

そして家にかけこんで、子供らを抱きしめてこう叫んだ。 

“おい子僧ども、心配するな、お前たちでも天下はとれるんだ。総理大臣に

もなれるのだ！” 

いわば、ロシア革命は、われわれに生きる希望を与えてくれたのだ。」 

 

翌 1918 年 1 月に、吉野は「普通選挙研究会」をつくる。8 月には米騒動が

起こり寺内内閣が退陣する。台頭する労働運動、農民運動と相まって「民本主

義」が運動になり「普通選挙要求運動」が本格化する。 

藩閥、軍部と結びついた右翼団体の妨害も激しかった。米騒動の最中、8 月

には、黒龍会（玄洋社の海外部門）が、大阪で論陣をはっていた「大阪朝日」

の記事の表現が「不敬」だとして、社長を中之島公園の灯篭に張り紙をして全

裸でしばりつける。検察当局は新聞紙法違反で起訴し、「大阪朝日」は沈黙す

る。 

しかし、露骨な攻撃に対して、11 月に吉野は関東の右翼団体「浪人会（玄

洋社系）」の内田良平らと公開討論会を行う。数千人の聴衆が押しかけ、「浪人

会」の言論妨害を抑え込む。その日の吉野の日記には「十時すぎ凱旋す。屋外
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同情者千数百、歩行自由ならず」。これで、浪人会は勢力を失う。 

これをきっかけに翌月 12 月には、「普選研究会」に集まっていた東大・早

稲田・慶応などの学生に友愛会幹部になっていた先輩たちが加わり、「民衆の

なかへ！（ヴ・ナロード）」をスローガンに「新人会」を結成。 

新人会の中心には、孫文の辛亥革命に大きな貢献をした宮崎滔天の息子の東

大生宮崎龍介もいた。滔天は「右翼の大陸浪人」などと誤解されている。しか

し、三井炭鉱近隣で育ちクリスチャンでもあった彼は、キリスト教も抑え込み

普遍的思想を認めず労働者・農民、アジア民衆を虐げる天皇制を嫌い、アジア

民衆の独立・自治を願っていた。 

当初、滔天の紹介で孫文を支援した浪人会・玄洋社の内田良平らは、韓国併

合以降、完全に天皇国家の尖兵となったが、滔天は、孫文とともに革命を担っ

た黄興が残した屋敷を新人会の事務所に提供した。 

それもあり、当初の新人会は、3.1 独立運動の息吹を引き継いだ朝鮮人留学

生や 5.4 抗日運動以降「民衆自身の革命の時代が始まろうとしていた」中国の

留学生たちも多く参加し、国際連帯を重視していた。 

さらに、同月、吉野らは思想団体「黎明会」を結成。 

終わったばかりの第一次大戦を受けて、黎明会への勧誘状は言う。 

「今回の戦争は専制主義・保守主義・軍国主義に対する自由主義・進歩主

義・民本主義（？）の戦争。全世界の諸国民は、この戦勝と平和とによっては

じめて真正な文明的生活に入る希望を持っている。しかし、わが国では、この

“世界の大勢”に逆行する、危険な保守、頑迷な専制主義賛美、軍国主義の渇

望があり、多数の国民が切実に要求する言論、思想の自由を蔑視し不理不法な

圧迫を試みる兆候が歴然としている。」 

第一次大戦が資本主義列強の分捕り合戦であること、戦争を終わらせたのは

ロシア革命とそれに続くドイツ革命であること、アメリカは参戦によりやっと

国内の階級闘争にふたをしたことなどの認識はどこにもない。 

そして、ロシアでもドイツでも皇帝を追い出した「反専制主義」は、日本で

は、天皇が権威的でなく「自由主義的」になればいいというもの。 

それは、敗者ドイツに「世界で最も民主的なワイマール憲法」を生み出した

勝者たるアメリカ・イギリス資本主義が牛耳ろうとする“世界の大勢”、「国際

協調」にはなじむ「自由主義」だった。 

 

翌年 1919 年 12 月には、クリスチャンの鈴木文治や賀川豊彦などが指導す

る友愛会が中心になり、関東でも関西でも「普通選挙既成労働連盟」が結成さ

れ、ロシア革命に感動した労働者、労働組合が普通選挙要求運動の先頭にな

る。 
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その宣言は「自由と自主に目覚めた労働者は選挙権を要求す。われらは人格

者である。さらに、われらは生産者ではないか？人類が富むのはわれらによっ

てではないか？もし富が唯一の政治の標準ならばわれらは政治に参与すべき第

一人者だろう。しかし、今日の選挙権は生産者に与えられずに所有者と消費者

に与えられている。だから宣言する。“人格者たる生産者はすべからく選挙権

を獲得する”と。」 

ここでいう「生産者」という言葉は、労組を排除するために、その後の会社

の労務管理でよく使われるようになる。 

それでも、労働者の参加で普選運動は、東京だけでみても、それまで千人規

模だったが、労組・学生の参入で、1919 年 3 月日比谷公園 1 万人、1920 年 2

月 1 日国技館 3 万人、11 日上野公園３万人、芝公園 3 万人など、労働者、学

生、商工業者、急増していた雇人、大卒サラリーマン層などが集まり盛り上が

った。 

米騒動で打倒された寺内内閣に代わって、初めて衆議院議員籍を持つ「平民

宰相」と言われて就任した立憲政友会の原敬は、前年には、党勢拡大のために

選挙法を変えて小選挙区制を導入し、選挙人資格要件を直接国税 10 円から 3

円に引き下げていた。 

しかし、普通選挙法については、「納税資格を撤廃するのは、階級をなくせ

という革命の要求だ」として、2 月 26 日、突然議会を解散。5 月の総選挙で

は、小選挙区制も利して圧勝する。 

労働運動側にもショックを与え、友愛会の関西系機関紙「労働者新聞」は

「労働者諸君、今度の議会のふざけ方はどうですか。それでもなほ諸君は、議

会を信頼しますか。」と書いた。 

議会に対する労働者の関心と信頼は急速に後退していった。 

「合法主義頼むに足らず」 

1920 年を前後して高揚した労働運動が、多くが警察、軍隊に踏みにじら

れ、多大の犠牲とともに敗北し、労働組合自体が壊滅に追いやられたことも大

きかった。 

1921 年 6 月の神戸の川崎・三菱造船所大争議の敗北後の「惨敗宣言」は言

う。 

「われらの刀は折れ矢は尽きた。ここに怨みをのんで兵をおさめる。 

いま、われらが胸底にいたましく烙印されたのは、資本家の暴虐と官憲の圧

制である。われらの血脈に男子（？）の熱血がみなぎる以上、どうしてこの怨

みが忘れられよう。われらはますます社会改造の戦志を強めた。 

われらは今後、さらに団結の偉力をやしなう必要を痛感す。」 

同争議の指導部であった賀川豊彦は、前年 1920 年に、徳島の家父長制のな
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かでの葛藤・煩悶の末に、神戸の貧民窟に住み込んだ伝道活動から労働争議に

関わるまでを描いた自伝的小説「死線を越えて」を出版し、400 万部ともいわ

れるベストセラーになっていた。 

しかし、これ以後、彼は労働運動から農民運動に活動の重点を移し、1922

年、日本農民組合創設者の一人となる。 

友愛会は、大きく変容することを現場が求めていた。 

1921 年 10 月には、友愛会は日本労働総同盟となり、9 月の朝日平吾による

安田財閥総帥刺殺に刺激された鉄道員中原良一により原敬が暗殺される 11 月

には新人会が現役学生だけの組織になった。 

新人会は、主にマルクス主義系の学生が中心となり、労働運動、農民運動を

応援しつつ、翌年の日本共産党結成と前後して結成される学生連合会の中核に

なる。 

労働者も学生も普選運動からは距離を置いていく。 

その後の普選運動は、立憲政友会に対抗して、1913 年、桂らが結成した政

党、憲政同志会を引き継いで、ようやく「政党も必要だ」と認めた山形有朋

（1922 年死亡）の了解のもとに 1916 年に結成された憲政会が組織する各普

選団体が中心となり続けられた。 

1923 年 2 月には芝公園から憲政会主催の 10 万人のデモが、立憲政友会の

妨害にも関わらず、警視総監とのデモコースの事前協議、大旗の禁止、隊列を

100 人単位にすることや自前の“民衆警察隊”の設置などにより逮捕者もな

く、“非暴力で済々”と行われる。 

そして、再び 1924 年 1 月に政党から閣僚を入れることなく貴族院だけで組

閣した清浦内閣が成立。これに対して、憲政会、立憲政友会が協調して「第二

次護憲運動」を起こし、清浦内閣は 5 か月で総辞職。 

この後、「三菱財閥の大番頭」と言われる憲政会の加藤高明を首班として、

いわゆる「護憲内閣」が成立し、普通選挙法を制定するとともに、以後 8 年間

続く「2 大政党政治」が開始される。 

 

これらの経過を踏まえ、 

まず、「元老が取り巻く天皇制の限界」から始まった「大正デモクラシー」

は天皇制国家をどう変えたか。 

後に見るように、普通選挙法は治安維持法と抱き合わせだった。 

吉野らが言った「主権者（天皇）は一般民衆の福利と意向を重んじるべ

し」。いいかえれば「天皇はもっと国民という“赤子”を懐に抱きとれ」とい

うのに対して、山形系の憲政会も伊藤系の立憲政友会も「“赤子（あかご）”か

ら“アカ”を取り除いて、あらためて天皇と“赤子（せきし）”の一体化、“国
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体”の強化をはかる」と答えたことになる。 

国家・資本はよほど吉野らよりも“アカ”の脅威を感じていた。 

20 世紀になって問われた“元老で取り巻いてきた天皇制の近代化”への答

えでもあった。 

しかし、政治の主体が“元老から政党へ”変わったといっても、元民権運

動・自由党勢力を取り込んだ立憲政友会も憲政会も元老ルーツの政党であり、

伊藤が明治憲法制定時に言ったように、引き続き「政治を民衆の妄議には決し

て任さない」姿勢だった。 

“似た者 2 大政党”とは別に、吉野らが期待した新生の無産政党は、治安維

持法の拡大適用で抑え込まれていく。 

 

なお、「大正デモクラシー」を「民本主義」とともに代表する思想といわれ

る美濃部達吉の「天皇機関説」については、後の“（３）治安維持法と「表」

に出る天皇”で、天皇制自体の変容という点で、新たな二つの「国民の天皇」

論として、北一輝の「日本改造法案」とともに見たい。 

 

一方、吉野らは、“世界の大勢”からみた朝鮮統治の野蛮さについても見逃

さずに批判していた。しかし、国家・資本は、1923 年関東大震災での官民連

携した朝鮮人虐殺の経験も踏まえて「列強の圧迫のなかで日本は戦争と植民地

なくして食っていけない」という民衆に浸透しつつあるプロパガンダで“天皇

と国民の一体化”をさらに図ろうとした。 

プロパガンダや各思潮の民衆への浸透の手段についてみれば、1920 年代、

教育勅語による教育の点でも識字率向上の点でも尋常小学校就学率はほぼ

100％になる。 

アメリカでラジオ 3 大ネットワークが誕生する前年の 1925 年には、後の

NHK がラジオ放送を開始。許可制であるとともに、新聞紙法・出版法を基準

とした放送禁止事項も定められた。 

新聞は、1909 年新聞紙条例を引き継いだ新聞紙法が制定され、ラジオ放送

開始とともに検閲が強化されるなかで、1926 年には、毎日 200 万部、朝日

100 万部になる。安価な出版物も大量に発行されるようになる。 

そして、吉野らは、朝鮮統治の批判以上に侵略自体の問題やアジア民衆との

国際連帯を唱えることはなかった。 

さらに、1920 年代、この国際連帯、侵略・差別への問題意識が、吉野ら以

上に、日本共産党が第一の闘争課題とした天皇制との闘いの上でも、労働運

動、社会主義・共産主義運動に問われることになる。 
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次に、労働運動については、当初「大正デモクラシー」に押し上げられた。

「世界の大勢からみて、低賃金と長時間労働は時代遅れ」だった。また、後に

見るように労働組合法立案に従事する国家官僚や「労使対等？な新たな労務管

理」を模索する工場の大卒労務担当者は「労働者救済の理想」を抱いていた。 

しかし、見たように労働運動は「議会への信頼」を棄て、さらに、後で見る

ように 1920 年代、「大正デモクラシー」を越える労働運動の原点を探ってい

く。 

吉野も含めてクリスチャンである友愛会幹部の鈴木文治や賀川豊彦、「民衆

の中へ（ヴ・ナロード）」を唱えた学生たちの“労働者の外からの福音の伝道

者”の導きを労働者は自ら越えようとしていく。 

なお、後で見るイギリスの「サフラジェット」の闘いは、労働運動と連携

し、女性の参政権を勝ち取るとともに、女性の労働組合員の増加にもつなが

る。 

 

最後に、「大正政変」を担った民衆、「学生、労働者が離れた普選運動を続け

た 10 万人」をどう見るか？ 

丁度、1920 年に壬申戸籍を引き継いで開始された国政調査などによると、

「大正デモクラシー」開始当時、人口 5,600 万人のうち、労働力人口 2,700 万

人、5 割超を占める農林水産業従事者が約 1,500 万人。第二次産業の鉱業・建

設・製造業は 2 割の 560 万人で、そのうち鉱業 20 万人、工業 540 万人。工業

のなかでは、製造業関連のいわゆる工場労働者が 100 万人を越えて急増中。

建設業などの日雇労働者が 190 万人、運輸・交通労働者が 100 万人。 

こうしたなかで、労組組合員は、1920 年代半ばすぎで 30 万人。 

これに対して、第三次産業の商業従事者 320 万人、公務労働者 140 万人、

女性中心の家事使用人 65 万人のうち都市居住層。加えて、高等教育拡大に伴

い急速に増えて 10 万人ほどになり「初任給月 50～60 万円」の大卒サラリー

マンを含む事務系の雇人たち。そうした都市中間層が「10 万人デモの彼ら」

である。 

彼らが普通選挙権を手にした後、どんな「政治を動かす大衆」になるのか。 

1920 年代後半以降、「2 大政党政治」の展開、そして 20 年代末の世界恐慌

を経た「時代閉塞の状況」のなかで、あらためて見たい。 

 

＊加藤直樹「謀反の児―宮崎滔天の“世界革命”」、筒井清忠「戦前日本のポ

ピュリズム」、三谷太一郎「日本の近代とは何であったか」、大河内一男「暗い

谷間の労働運動―大正・昭和（戦前）」、伊藤晃「“国民の天皇”論の系譜―象

徴天皇制への道」、「日本労働組合評議会の研究―1920 年代労働運動の光芒」 


