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概要 

 

 柳田國男は農政官僚時代に、自作の小農を中心とした日本農業の健全な発展を志向して

いた。当時の農村の貧困を放置すれば、農業人口が都市や海外に流出して日本農業は壊滅す

る。耕地面積が狭く労働集約型の日本農業は、国際市場に依存することなく、国内の小市場

に依拠しながら発展していくべきだというのが柳田のビジョンだった。法制局参事官に転

じて日本の植民地や地域の民生調査に重視した柳田は、その日本社会への眼差しを国家か

らのものから民衆からのものへ転じていく。こうして日本民俗学の名著『遠野物語』が誕生

した。『遠野物語』は村落共同体の幻想を描写することで、共同体の幻想としての国家の本

質を逆照射している。農政に関しても、国家が農業を支え守るという観点ではだめで、自立

した農業企業者が民衆の生活基盤に基づいて発展を推進することが必要であるというのが、

柳田の農業経済学の最終到達地点であったと言える。 
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I Hope These Stories Make Urban People Shudder: 

Agricultural Economics of Kunio Yanagida 

and States as Community Illusion 
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Abstract 

 

     Kunio Yanagida, a bureaucrat of agricultural policy, tried to develop Japanese 

agriculture steadily by increasing independent farmers. If they left poverty in agricultural 

communities as it was, farmers would go to cities or abroad and Japanese agriculture would 

be destroyed. Yanagida’s vision was that Japanese agriculture had to develop on the local 

markets within the country not depending on international market because cultivated land 

was very small and farming was labor-intensified. Yanagida changed his office to a cabinet 

secretary and engaged in surveillance of coronial habitants. His viewpoint changed from that 

of a bureaucrat to that of normal people. Thus the masterpiece of Japanese folklore studies, 

Tono Stories came into being. This book proved that states were illusions of community 

through describing a community’s illusions. As for agricultural policy, Yanagida came to think 

that independent agricultural entrepreneurs should promote agricultural development. It is 

not necessary for the state to protect and support agriculture. This is the final achievement of 

Yanagida’s agricultural economics. 
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はじめに 

 

 本稿では柳田國男の農業経済学を彼の国家観と関係付けながら解明していく。柳田は農

商務省の官僚を務めているとき、農政学に関する著作を複数著している。そこに示された農

業経済観と日本農政のあるべき姿は、実現はしなかったものの当時として極めて革新的な

ものであったと同時に、現在の観点から見ても新鮮な響きに満ちている。それは一言で言う

ならば、国家の農政に依存しない自立した農民像と主要産業としての日本農業のあり方で

あった。いわば、柳田は農政官僚として国家の農業政策を推し進める立場にありながら、自

己否定的に国家を必要としない農業を主張するという危険を冒しているのである。考えよ

うによっては、そうであるがゆえに柳田は、官僚を辞して日本民俗学の始祖となったともい

えるだろう。 

 本稿では柳田の国家観を議論の媒介とすると述べた。しかし、柳田に直接国家を論じた文

章はない。そこで、本稿では、戦後詩人の吉本隆明によって書かれた『共同幻想論』を分析

手段として用いることにしたい。と言っても、国家論研究者としてのアカデミックな教育を

受けたことのない文学者によるこの著作が、学問的な意味で直接役に立つと言うのではな

い。そうではなく、私が言いたいのは、全共闘世代の学生たちが貪るように読んだこの著作

が語ることの全てはタイトルだけであるということである。「共同幻想」という言葉ほど、

国家を形容するときに簡潔にして的確な言葉を知らない。「共同」と「幻想」という誰でも

使う言葉を結び付けただけなのに、「共同幻想」が醸成する概念の膨らみは実に大きい。こ

こには間違いなく、吉本の詩人としての語彙選択の的確さがある。 

 吉本は同書を国家論として自負をもって書いた1。 

 

現在さまざまな形で国家論の試みがなされている。この試みもそのなかのひとつとし

てかんがえられていいわけである。ただ、ほかの論者たちとちがって、わたしは国家を

国家そのものとして扱おうとしなかった。共同幻想のひとつの態様としてのみ国家は

扱われている。それにはわけがある。わたしの思想的な情況認識では、国家をたんに国

家として扱う論者たちの態度からは現在はもちろん未来の状況に適合するどんな試み

もうみだされるはずがないのである。つまり、かれらは破産した神話のうえに建物をた

てようとしているのだが、わたしは地面に土台をつくり建物をたてようとしているの

である。このちがいは決定的なものであると信じている。 

 

 ここで言う破産した神話がマルクス主義のそれであることは、状況を考えれば容易に推

測できる。国家は経済的下部構造の上に載る上部構造ではなく、もろもろの「共同幻想」の

一つとしてそれ自体として存立するものなのである。もちろん、「幻想」が存立するという

                                                      

11 吉本（1968）、30 ページ。 



言葉遣いが許されるならば。 

 国家を幻想の共同体と規定することは、吉本を待たずとも多くの論者がなしてきたこと

である。吉本は、しかし、曲がりなりにも共同体がどのようにして国家という幻想を生じせ

しめるかを考えようとした節がある2。 

 

はじめに共同体はどういう段階にたっしたとき、〈国家〉とよばれるかを期限にそくし

てはっきりさせておかなければならない。はじめに〈国家〉とよびうるプリミティヴな

形態は、村落社会の〈共同幻想〉がどんな意味でも血縁的な共同性から独立にあらわれ

たものをさしている。この条件がみたされるとき村落社会の〈共同幻想〉ははじめて家

族あるいは親族体系の共同性から分離してあらわれる。そのとき〈共同幻想〉は家族形

態と親族体系の地平を離脱してそれ自体で独自な水準を確定するようになる。 

 

 この家族や親族という本来の共同体から国家に至る連続性の観点は、後に柳田のケース

を見るときに重要なものとなるであろう。吉本の本は柳田の『遠野物語』を通じてこの連続

性を証明することを試みているのだが、吉本は別に『遠野物語』以外の民話集でもよかった

と書いている。しかし、この言明は疑わしい。後に明らかにするように、同書出版の 6 年前

に他界した柳田の霊魂が吉本に憑依して本を書かせたとすら言えるのである。『遠野物語』

風に言うならば。 

 このような古臭い民話と神話語りの著作を、当時の若い学生がなぜ読み耽ったのだろう。

それは「共同幻想」としての国家と個人とが対立的にしかありえないという記述に、権力へ

の対抗の論理を見ようとしたからだと言われている3。 

 

原理的にいえば、ある個体の自己幻想は、その個体が生活している社会の共同幻想にた

いして〈逆立〉するはずである。しかし、この〈逆立〉の形式はけっしてあらわな目に

みえる形であらわれてくるとはかぎっていない。むしろある個体にとっては、共同幻想

は自己幻想に〈同調〉するもののようにみえる。またべつの個体にとっては共同幻想は

〈欠如〉として了解されたりする。また、べつの個体にとっては共同幻想は〈虚偽〉と

して感ぜられる。 

 

 吉本が若者受けを狙ってこの叙述をしたとは思わない。また、吉本自身この箇所がそれほ

どの支持を得るとは思わなかったろう。しかし、彼自身自覚がなかったとしても、ここには

軍国少年だった吉本がどこかで見聞きしたであろう京都学派の哲学が反映していることは、

ある程度知識がある人なら容易にわかる。 

                                                      

2 同上、251 ページ。 

3 同上、127 ページ。 



 田邊元は西田幾多郎から京都大学の哲学講座を引き継いだが、個体と普遍的一般者の直

接の対応を考えた西田の思想を抽象的であり、一種の神秘主義に陥っていると批判した。そ

して、種の論理を提唱し、個体と普遍的一般者の間に種という媒介項を立てて、その種に国

家や民族を当てることで世界史を具体的に哲学で解明すると称した4。 

 

私の解する權力意志は個の根源として、種の根源たる生命意志に對立し、而も之を媒介

として二次元的に成立するものでなければならぬ。それが種の生命意志を豫想し、その

限定を受けながら、反對に之を脱し、これから分立して、逆にその限定を自己に獨占し、

他を排して、自ら種の生命を自己一個に簒奪しようとする。その自己の個化の意志に對

し本來の種の限定方向を代表する他の我が、汝に外ならない。故に我と汝は互いに排他

的に對立する。斯くて種を媒介として、その上に基底附けられたものとして我と汝が對

立する個となるのである。この分立、對立、獨占、簒奪、の意志が権力意志に外ならな

い。 

 

 ここで述べられている分立が、吉本では逆立と表現されていることは容易に見て取れる。

だが、もちろん、このようなどっちつかずの論理は国家主義に対する抵抗の拠り所とはなら

ず、むしろ、国家主義の先兵として使われたのみであった。 

 

 

1．柳田國男の農業経済学と日本農業 

 

 東京帝国大学法科大学政治科で農政学を修めた柳田國男は、明治 33（1900）年、農商務

省農政局の官僚となった。しかし、そこに席を置いたのは 2 年だけで、直ぐに法制局参事官

に任官する。ただ、農政局時代、早稲田大学で講義していたこともあり、刊行年は未詳だが

明治 38（1905）年までには出版されていた著作『農政学』に柳田の農業経済学を読み取る

ことが可能である。 

 柳田は日本農業の現状を自立性に欠けるものとして、次のように述べる5。 

 

さて日本農業の現今の状況は如何といふに、前にも説ける如く、農民の中に地主又は労

役者といふ特別の階級は殆全く存せずして、地主は大抵農業者にして農業者は又多く

は自己の労働を以て耕作を為すものなること、並に農業者の他の職業を兼ね営むもの

甚多きことは、共に我国の農業の特色にして、二者は又同一なる原因に基きて起こりた

るものなり、此の原因といふは他に在らず、全国民の数並に農民の数に比して、農用地

                                                      

4 田辺（1963）、125 ページ。 

5 柳田（1999）、210 ページ。 



の面積の狭きに失することなり、人口の増加は維新以降殊に著しきものなれども農民

の数は決して之と比例して増加したるには非ず（相対的には寧減少せり）、然るに耕地

の面積は明治の前後に於て大なる変動無かりしを以て見れば、各農戸の平均耕作反別

の小なりしことは、数十年来既に継続せる現象なりといふべし 

 

 現代の日本においても兼業農家が農家の大半を占めることは大きな問題であるが、柳田

が農政に携わっている時代にも既にそうだったわけである。兼業にならざるを得ない理由

はもちろん農業所得の少なさにあるわけで、柳田はその根本原因を農家 1 戸当たりの耕地

面積があまりに小さいことと考えていた。また、柳田は農業所得の小ささが農村の貧困を生

んでいることも熟知しており、それをイギリスの古典派経済学者マルサスの『人口論』の所

説と結び付けている6。 

 

彼のマルサス氏の人口論は必ずしも誇張の説に非ず、何となれば或程度以上に産額を

増さんとすれば、是非其他の貨物に対する農産物の価を高くせざるべからざればなり 

 

 小規模な土地での少量の農産物から、農民に十分な所得を得させようと思えば、工業製品

などの財の価格に比較して、農産物価格が十分に高くなければならない。こうして、柳田の

観点は国民経済を構成している諸産業と農業との関係いかんということに向かっていく。 

 柳田の農業経済学の基本的な視点は、工業と農業との均等な発展を図ることで、農業者を

自立的な一企業家として立たしめていくということにあったと言ってよい。しかし、目の前

の状況は柳田の目指す方向とは真逆のベクトルを持っていた。土地の地主への集中によっ

て小作農が増加していたのである。柳田は状況を次のように観察している7。 

 

然れども土地が往々にして直接の使用者以外の者の所有に属すというふことは、処分

自由の法制に伴ふ一の弊害にして、同一地積の生産によりて、地主と小作人二戸の家族

の生計を支へしむるは、国民労力の配賦の点よりいうふも、職業の独立を計るというふ

点よりしても、共に面白からざる現象なり、日本の農業には殊に小作増加の兆あり 

 

 柳田は実際に耕作を行う農業者の手に耕地の所有権があることが、日本農業の健全な発

展のためには望ましいとはっきり信じていた。ただし、自作農を増やしたとしても、彼らが

自律的に農業を営めるだけの資本と、自立的な企業者としての自覚とを持たなければ、実は

役に立たないのである。柳田のこの指摘は、第 2 次世界大戦後の農地改革が、日本農業の自

律的発展という目的からすると現在に至るまで成果を上げていないことを考えれば、慧眼

                                                      

6 同上、204 ページ。 

7 同上、232 ページ。 



と言わざるをえないだろう8。 

 

大部分の小作農並に一部の自作農は、名のみは独立の企業者なりと雖、其占有する土地

は狭小にして、且つ殆資本と名くべきものを有せず、其智力は低度にして之を開発する

の機無く、学芸の進歩を利用して生産を改良すべき希望は全く之を有せざるなり、地価

の高き旧国に在りては、組織の完全なる農場と雖猶屡純益の減退を免かれざるに、況や

不十分なる資本を以て狭小の地積を旧式に耕作し、単に過度なる労働のみを以て農業

を持続せんとす、其辛うじて劣悪なる生計を支え、又他を顧みるに遑あらざるは寧当然

にして、此が為に国富の増進を障碍するの大なることも亦想像するに難からず、彼らが

全数を挙げて工場の労役に服し又は外国等に転住せんと欲せざるは、其の工業に適当

なる技巧熟練を有せざると、第二には転業移住の計画を為すべき能力を欠如せるが為

にして、彼の都会地人口の集注といひ、海外出稼希望者の増加というふ現象の如き、共

に彼等が現法制の下に在りては之を以て唯一の避難方法と頼めることを覚り得べし、

蓋し自然の調和自然の救済なるものは、実際上決してマンチェスタア学派が唱ふるが

如く平和にして幸福なるものに非ず、過渡の時代に際しては多くの個人は之が犠牲と

して非常なる痛苦を嘗めざるべからず、政策の介助の必要なるは全く此が為にして、若

し彼らの従来の地位に於て直に之を保護することを得ば、其恩恵や最大なるべく、仮に

転住の已む能はざるものあるを認むとせば、予め之が為に安全なる値を設けて之を迎

ふるは亦必要なる国の任務なり 

 

 農業を農業として、他の諸産業に対して自立させることができなければ、労働人口が農業

から他産業に流出したり、国外に移住する農民が増えたりして、日本農業は加速度的に壊滅

への道を進むことになるだろう。ここで柳田が言及しているマンチャスター学派は、19 世

紀イギリスにおいて自由貿易を主張した経済学者たちのことであり、今で言えば、新自由主

義の経済思想や TPP などの自由貿易推進の議論にあたるだろう。柳田は時代の趨勢を見据

えつつも、市場競争の強化が多くの国民に災禍を与えることを指摘し、そうした弱者を救済

するところに国政の任務を見ているのである。市場競争から零れ落ちる国民へのセーフテ

ィネットの必要性ということである。 

 

 

2．『遠野物語』と国家 

 

 農政官僚として国家の側から農民と農業を見ていた柳田は、法制局参事官に転じて以降、

日本の初期植民地政策にも関わっていく。台湾と朝鮮を二つの柱とする日本の植民地政策

                                                      

8 同上、271 ページ。 



において、現地住民の生活と文化を知悉することは統治の安定のためには不可欠であった。

柳田が明治 36（1903）年に、台湾総督府がまとめた旧慣調査報告を読んでいることが記録

から知られる。明治 39（1906）年には、公務として東北と北海道から、日本の新たな領土

となった南樺太まで視察している。柳田はあらためて、そうした寒冷地の農民たちの生活実

態と精神世界を直接知る機会を得たのである。柳田がこうした活動のなかで著したのが、岩

手県遠野郷の民話を佐々木喜善の協力の下で蒐集した『遠野物語』である。明治 43（1910）

年のことであった。出版の前年、柳田はあらためて遠野を訪れている。それは伊能嘉矩とい

う人物に会うためであった。伊藤は柳田が読んだ台湾の旧慣調査報告をまとめた調査官で

あった。『遠野物語』が、常民の精神世界を描きながら、読む者が読めば国家というものを

遠望させる趣を持つのは、それが近代日本の植民地政策の香りを漂わせているからかもし

れない。 

 『遠野物語』には村落の外の異界と交流する人々の話がよく出てくる9。 

 

黄昏に女や子供の家の外に出て居る者はよく神隠しにあふことは他の国々と同じ。松

崎村の寒戸と云ふ所の民家にて、若き娘梨の樹の下に草履を脱ぎ置きたるまゝ行方を

知らず也、三十年あまり過ぎたりしに、或日親戚知音の人々の其家に集りてありし処へ、

極めて老いさらぼひて其女帰り来れり。如何にして帰つて来たかと問へば、人々に逢ひ

たかりし故帰りしなり。さらば又行かんとて、再び跡を留めず行き失せたり。其日は風

の烈しく吹く日なりき。されば遠野郷の人は、今でも風の騒がしき日には、けふはサム

トの婆が帰つて来さふな日なりと云ふ。 

 

 共同体の外の異界はかくも恐ろしいところである。共同体のなかにとどまることは、共同

体に守られて安心して暮らすことである。しかし、一歩その外に出て姿が見えなくなると、

その人は共同体の庇護からは外れてしまう。異界の暮らしが幸せなものか、不幸なものかは

もちろん言ったことのない人間にはわからないが、共同体のなかの人間には決して幸せな

ものとは認識されていない。 

 では、神隠しにあって共同体から出た人間はどこで暮らしているのか。それはどうも山人

の許であると考えられているようだ10。 

 

山々の奥には山人住めり。栃内村和野の佐々木嘉兵衛と云ふ人は今も七十余にて生存

せり。此翁若かりし頃猟をして山奥に入りしに、遙かなる岩の上に美しき女一人ありて、

長き黒髪を梳りて居たり。顔の色極めて白し。不適の男なれば直に銃を差し向けて打ち

放せしに、弾に応じて倒れたり。其処に駆け付けて見れば、身の丈高き女にて、解きた

                                                      

9 柳田（1997）、17 ページ。 

10 同上、15 ページ。 



る黒髪は又そのたけよりも長かりき。後の験にせばやと思ひて其髪をいさゝか切り取

り、之を綰ねて懐に入れ、やがて家路に向ひしに、道の程にて耐へ難く睡眠を催しけれ

ば、暫く物陰に立寄りてまどろみたり。其間夢と現との境のやうなる時に、是も丈の高

き男一人近よりて懐中に手を差し入れ、かの綰ねたる黒髪を取り返し立去ると見れば

忽ち睡は覚めたり。山男なるべしと云へり。 

 

 柳田はこのような山人が、かつて海外から日本に渡ってきた異民族の生き残りであると

いう考えを終生持っていた。つまり、山中の異界は外国であり、村落共同体の境目が国境に

該当するのである。あえて言うなら、村落共同体はその境を超えると恐ろしい世界が広がっ

ているという恐怖を共有することによって成り立っているのである。こうして共同体は外

界の敵から自分たちを守るためという大義名分の下に、共同体の構成員を統制するのであ

る。17 世紀オランダの哲学者スピノザは、若いころ執筆しながら生前出版されなかった国

家論において、国家を形成するのは外敵に対する国民の恐怖であると書いている。したがっ

て、国家が無くなって世界政府が建設されることはないと言う。真の共同体にせよ、幻想の

共同体にせよ、構成員によって共通に抱かれる恐怖が形成因になっているのである。 

 昭和 10（1935）年、柳田は『遠野物語』の増補版を出版する。そのなかに最初の本以降

に集められた拾遺集が入っているが、そこに、村落共同体ではなく、明確に国家を前提とす

る説話が 1 編収められている11。 

 

日露戦争の当時は、満州の戦場では不思議なこと許りがあつた。露西亜の俘虜の言葉に、

日本兵のうち黒服を著て居る者は射てば倒れたが、白服の兵隊はいくら射つても倒れ

なかったといふことを言つて居たさうであるが、当時白服を著た日本兵などは居らぬ

筈であると、土淵村の似田貝福松というふ人は語つて居た。 

 

 国家の起源が外敵への恐怖にあるとするならば、外敵と実際に砲火を交える戦争の遂行

こそ本来の国家の存在理由ということになる。その戦争の逸話が突然、村落共同体の伝承の

なかに姿を現している。日露戦争において、日本国民はロシア兵を憎み、ロシアの南下政策

に脅威を感じたであろう。しかし、この伝聞の語り手はロシアの戦争捕虜である。ロシア兵

の口から日本の白い兵士への恐怖が語られることで、日本という国家がロシア同様、多くの

国家のなかの一つにすぎないことが浮き彫りにされる。ロシアとの関係で日本という国家

が、決して絶対的なものでないものとして相対化されるのである。 

 このあたりで、柳田がその言説の主体を国家から民間伝承へと転回させたことの理由が

明らかになってきたように思う。柳田はそうすることで、幻想の共同体であり、共同体の幻

想である国家というものを一度無化しようとしたのである。国家が消えた後に残るのは、普

                                                      

11 同上、123 ページ。 



通の人々という意味での常民のありのままの暮らしである。農政官僚としての柳田は、国家

の庇護によってしか生きられない農民でなく、自らの生活の上に拠って立つ農業企業者を

切望していた。農民が経済的に真に自立することは、日本農業が農政の支えなしに成立する

ことである。『遠野物語』は、こういうかたちで『農政論』に直結している。 

 本稿の読みは、『遠野物語』序文の謎めいた文章によっても傍証されるだろう12。 

 

国内の山村にして遠野より更に物深き所には又無数の山神山人の伝説あるべし。願は

くは之を語りて平地人を戦慄せしめよ。此書の如きは陳勝呉広のみ。 

 

 古代中国で 900 名の農民とともに辺境警備に向かわされていた陳勝と呉広は、大雨で道

路が水没し、期日までに任地に着けないことを悟る。どうせ殺されるならばと二人は農民を

引き連れて、秦の二代皇帝に対して乱を起こすのだが、そのときの陳勝の言葉が「王侯将相

寧んぞ種あらんや」である。ここには明確に国家の幻想性が叫ばれている。 

 柳田は、農民が食い潰して農村を放棄し、都会へと流入することを亡国の道と見ていた。

農業は産業の一つとして工業などと両立して発展を遂げるのでなければならない。ここで

平地人と名指されているのは農山村に根を持たない都市生活者のことである。柳田は、そう

した平地人の根無し草の生活を、農山村の人間らしい真の生活文化によって震撼させよと

述べているのである。 

 

 

おわりに 

 

 日本民俗学を柳田から受け継いだ折口信夫は、国家に対する態度という意味で柳田とは

対照的であったように思う。折口は天皇の祖神を中心とする日本神話の民俗学的解明を研

究の中心とし、御言持ちとしての天皇像を示した。しかし、それは天壌無窮の神勅などの神

話に彩られた国家神道体系を補強するものとして機能したことを否定できない。 

 また、折口は沖縄の民俗学的調査から着想を得て、まれびと神の理論を提起した。すなわ

ち、日本の神はそこにずっといるわけでなく、定期的に村落を訪れる存在であるというので

ある。これは柳田の神観とは大いに食い違っている。柳田は、産土神は祖霊の昇華された存

在であり、人は死ねば里近い山へ移り、そこで年月を経るうちに神へと浄化されていくとい

う信仰が日本本来のものであると考えていた。 

 国家神道に対しては、柳田は一貫して否定的であった。国家神道は、日本人本来の産土信

仰を明治以降国家体制に取り込んだものに過ぎず、天皇を中心とする記紀神話は日本国民

の共有すべき神話とは言えないと明確に述べている。 

                                                      

12 同上、9 ページ。 



 民俗学へと領域を変えた柳田の農政思想を受け継いだのは、農務局小作課長を務めた石

黒忠篤だった。石黒は、物納の小作料を金納にすべきだという柳田の講演を聞いて小作農問

題に関心を持つようになった。石黒は担当課長として、小作農の権利強化のための法案を準

備し、それは小作調停法として実現した。この法律によって小作官制度が設けられ、小作官

は小作争議の調停にあたった。しかし、戦前の民法を楯に抵抗する地主層の抵抗により、有

効な対策にはならなかった13。 

 柳田の農業思想のなかには、農業を国際貿易に直結させてしまうことへの警戒感がある。

本稿で見たように、柳田は世界市場のなかで、農地面積が狭くて労働集約的にならざるをえ

ない日本の農産物は価格競争力を持たず国際競争に敗れてしまうだろうと考えていた。し

かし、柳田は、農業者は企業者であるべきとも述べている。そこで柳田が考えたのは小市場

ということである。国内市場や地域市場で農産物を流通させることで、農業の商業的成功を

目指すという戦略であると考えられる。 

 柳田の小市場という考え方は、第 2 次世界大戦後の歴史学界で大塚史学として一世を風

靡した大塚久雄の局地的市場圏と類似しているように思われる。大塚はイギリスの歴史研

究に基づいて、柳田の言う農業企業者のような独立自営農民、ヨーマンリーが国内の局地的

市場圏で交易を行い、そこでの蓄積を元に近代工業を興していくという歴史シナリオを考

えた。柳田と大塚、二人の類似性には大いに興味をそそるものがある。 
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