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マルクス本源的蓄積論の一検討
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1. 問 題 提 起

『資本論』 第 1巻第24章, 本源的蓄積論は, 近代社会の経済的運動法則解明の結論と して,

資本制生産様式の運動をその生成 ・発展 ・消滅において示すマルクスの方法の精髄 ・その方

法すなわち史的唯物論の証明として, と りあつかわれてきた。 だが, 24章は, 単に23章以前

の叙述の延長線上にあるとみなすには, あま りに異なった内容であるといわねばならない。

異質な点は, 23章以前の対象が 「現実的資本」 であるのにたいし, 24章が資本の歴史的生成

であること, 第2に暴力的 ・政治的過程が基調であること, これである。 それだげに, 24章

は23章以前とどのように関連しているのかが問題となる。 いいかえれば, 24章は 『資本論』

にと って どのよ うな意味で必要であ剔 またどのよ うな形で十分に措定されているのかとい

うと とである。 すなわち, 本源的蓄積論を理論的に把握せねばならない。 周知のように, 資

本制的生産の生成をめ ぐって, 欧米でも 日本でも大きな論争がたたかわされてきた。 だが,

その場合論争そのものは, 歴史的事実をめぐって展開されてきたといえないだろ うか。 私は

まず, マルクスの考えを再構成してみようと試みる。

2 . 本源的蓄積論の措定

本源的蓄積という歴史過程の存在は, 24章ではじめて呈示されるのではない。, その核心た

るご商品と しての労働力の歴史的成立は, 既に 2篇4章で示される。 その成立は, 「多 く の経

済的変革の産物, た く さんの過去の社会的生産構成体の没落の産物」 であ り, 「一つの世界史

を包括する」 よ うな事件であること さえ示される。 とはいえ, そこでは 「スこの問題はしばら

くはわれわれの関心事でもない。 われわれは理論的に事実に しがみつ く」。論理のその段階で

は, その事実を前提するだけで十分であ り, 資本にと って, 機械の物理的属性 ・運動がそ う

であるよ うに, 単なる前提にと どまる。 か りにその事実を歴史的に解明したと ころで単なる

補説にと どまるであろ う。 なぜなら, 資本そのものが, 商品生産社会の一つの概念と して措

定されたばか りであ り, それが生産様式のなかで果す役割は, 未だ全然解明されていないの

だから, 商品生産の一つの契機の歴史的生成, それだけにと どまるのである。 本源的蓄積は

一つの歴史的生産様式ならびにそれにもとづく社会構成体との成立である。 では, 24章では

そのこ とが十分な姿で描かれてお り, かつ必要なものと して措定されているかどうか。

24章は資本蓄積論の最終章であ り, 章冒頭で次のように措定されている。「資本の蓄積は剰

余価値を, 剰余価値は資本制生産を前提 し, 資本制生産はまた商品所持者の手に比較的大量

の資本と労働力があるこ とを前提する。 だから, この全運動は一つめ悪循環をな して回転す

るよ うに見え, われわれがここからのがれ出るには, 資本制蓄積に先行する 『本源的』 蓄積

を, すなわち資本制生産様式の結果ではな くその出発点である蓄積を, 想定す るほかはな
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い。」措定の仕方は単純である。 しかし, なぜ 「悪循環からのがれ出」 ねばならないかは, 問

題である。「悪循環」 は資本蓄積過程の進行そのものである。 また後者はその基礎と して資本

の単純再生産を想定する。 それゆ私 資本制的再生産の分析がどのように して本源的蓄積論

を措定するかから, 検討せねばならない。 資本制的単純再生産は, 資本の生産過程の連続し

た流れであ り, 資本の生産過程の結果を新たな資本運動のなかへ投ずるこ とである。 とはい

え, 「この単なる反復または連続がこの過程にある種の新しい性格を押印するのである。ツその
第一は, 可変資本の本質の顕現である。 可変資本は, 資本家が資本に転化すべく流通に投ず

る価値の一部であ り, 資本家のポヶ ツ トから労働者に前貸しされたよ うに見える。 が再生産

の流れのなかでは, それぱ, 労働者のつ く りだ した新価値の一部分であ り, 労働財源の歴史

的現象形態にほかならないこ とが明らかとなる。 次に, 剰余価値についても, たとえそれが

新たな資本価値に転化されず, 消耗されたと しても, 再生産の長短の期間のうちに前貸 しさ

れた資本価値を完全に置き換えて しま う。 すなわち, 「およそ蓄積という ものを問題に しな く

ても, どの資本もかならず蓄積された資本またぱ資本化された剰余価値に転化される。」可変

資本さ らに前貸資本全体について, それらが資本家のポヶ ツ トから支出されるという当初の

外観の消滅, これがマルクスの述べていると ころである。 すなわち, 資本が他人の不払労働

の取得であるとい う関係の顕現である。 単純再生産ではあっても, 資本の運動を連続におい

て考察するならば, 最初の出発点に立つ価値の, 資本それ自身にとっての前提性は, 消え う

せるのである。 い卜かえれば, 資本に転化すべき価値は, 再生産ではそれに先行する資本運

動の結果と して現れるのである。 それをマルクスは次のように表現する。「労働者自身はたえ

ず客体的な富を, 資本と して, すなあちかれにと って外的な, かれを支配し搾取する力と し

て, 生産するのであ り, そ して資本家 もまたたえず労働力を, 主体的な, それ自身の対象化

と実現の手段から切 り離された, 抽象的な, 労働者の単なる肉体のうちに存在する富の源泉

と して, 簡単にいえば労働者を賃金労働者と して, 生産するのである。」過程の両面を一言で

いえば, 「資本制的生産過程は労働力と労働条件との分離を再生産する」 ということである。

この分離は, すなわち 自己の労働力を商品と して売る人間の存在は, 貨幣が資本に転化する

ための条件であった。 資本はそれをその生産過程において新たにつ く りだす。 こう して, す

でに単純再生産において資本運動それ 自身のうちにその永久化の条件がはらまれているこ と

が明らかになる。

次に, 資本の蓄積過程の場合, これを抽象的に, すなわち資本の単なる量的拡大運動と し

て, 考察すれば, 拡大された規模での資本の再生産であ り, 単純再生産のうえにただ資本家

に取得された剰余価値が資本に転化されるということにすぎな卜?)単純再生産にふくまれる
契機はすべてここでも再現する。 とはいえ, マルクスは, 剰余価値の新資本への転化と卜う

蓄積過程の特殊性に即 して, 「取得法則の転変」 を述べてお り, 本源的蓄積との関係において,

検討する必要がある丿取得法則の転変」 は次のよ うな連続した資本運動の3循環に即 して展

開される。 すなわち, 最初の出発点には, 単純再生産とおな じく , 資本運動の前提たる一定

の価値額がたち, 必要な諸条件を まって, 資本の生産過程を展開する。 過程のおわ りには,

資本家は前貸した価値を回収 し, さ らに剰余価値を取得する。 剰余価値は資本運動の産物で

あるが, その資本は前提, 卜いかえれば, 他者から生成 したものである。 第2循環は, 新た

な資本運動の条件が形成されてお り, したがってその循環の前提は資本によって造られたも

のである。 とは卜え, その出発点たる価値が第 1循環の剰余価値であ り, 後者はまた資本に

とっては所与の前提から)出発して卜るかぎり, 第2循環もまた資本運動の出発点を完全に自

分自身で形成 したとはいえない。 そ うであるかぎ り, 単純流通から必然的に形成される仮象,



マルクス本源的蓄積論の一検討U6

すなわち流通に入る価値は自己労働の所産と して現象するこ との痕跡を残 している。 第3循

環はそ うyではない。 その前提である第2循環自身資本運動の産物であ り, 他人の不払労働の

取得から始まってお り, したがって不払労働の取得が資本の結果であるだけでな く , 前提で

もあることが純粋に示されるのである。 このような結果を生みだす資本運動は, ただ単純流

通の法則= 等価交換の法則にもとづいて行なわれ, つねにそれに厳密にしたがって行なわれ

る。 こ う して丿商品生産と商品流通とに基づく取得の法則またぱ私有の法則は, この法則自

身の,∧内的な, 不可避的な弁証法によって, その反対物に一変するのである。」すなわち, 「最

初は,・ 所有権は自分の労働にもとづく ものと思われた。 少 く と もこのような仮定が認められ

ねばならなかった。 なぜな ら, ただ同権の商品所持者が相対するだげであ り, 他人の商品を

取得するための手段はただ自分の商品を手放すこ とだけであ り, そ して 自分の商品はただ労

働によってつ く りだされ うるだげだからである。 所有は, 今では, 資本家の側では他人の不

払労働をまたはその生産物を取得する権利と して現われ, 労働者の側ではかれ自身の生産物

を取得するこ との不可能と して現われる。 所有と労働との分離は, 外観上両者の同一性から

出発 した一法則の必然的な帰結になるのである。」この文章は, 資本蓄積の3循環に示される

結論であ り, 資本り本性を蓄積と七ヽ う活動のなかで示 したものである。 この点の確認がここ

では重要であろ う。 なぜなら他人の不払労働を商品生産の法則に心とづいて取得する権利こ

そ資本の本性であるが, それぱただ 1回の資本の生産過程でも示されうるからである。 蓄積

過程にお卜ては, それは不払労働の取得すなわち資本の生産過程の結果が新たな価値と して

労働力の売手に対峙してゆ く ようになるという形で, 不払労働の取得が新たな不払労働の取

得を生むという形で, 示されるのである√取得法則の転変」 は資本の蓄積において, 純粋に,

示されるといってよ卜だろ う。 とはいえ, それは本質的には資本の単純再生産において も,

資本の生産過程においても, ふ く まれていたこ とであるよ資本蓄積には, 資本に転化すべき

価値が, 最初の出発点では無規定の価値と して, それゆえ商品生産の法則の一適用と して現

われ, 第3循環で出発点に立つ価値は純粋の不払労働の所産である価値と して, 第一循環と

は反対に現われるのである。 だから, 第 1循環からなされる資本蓄積の進行は, 資本 ・賃労

働関係の本質が顕現してゆ く過程だといえるであろ う。 長期的にみれば, 第 1循環と第3循

環との出発点にたつ価値の差異は, 両者の論理次元の差異以外のものではない。 それは, 所

有と労働との分離という資本の本質がその生産過程をつ う じてふたたびその分離を, すなわ

ち資本自身の存在条件を, つ く りだ してゆく過程の解明にほかならない。 はじめは資本にと

って前提と して現われたものが, あとでは資本によって形成されたとわかるのである。

それゆえ, 第 1循環から第3循環への進行とい う形で示される 「取得法則の転変」 は, 本

源的蓄積から本来的蓄積への移行でもないし, また単純商品生産から資本制生産への歴史的

な移行でもない。 すでに最初に貨幣が資本に転化するために, 労働と所有との分離, 労働力

商品の売手の存在が前提されていなければならないので・ある?) 「転変」 は現実的資本の運動
l

法則である。 それは, 単純流通から資本への移行, 次に資本による単純流通の形成とい う形

で, 単純流通, 商品生産の法則と資本の生産過程との関係を解明したものである。 マルクス

は両者の関係を次のよ うに結論づける。 =

………「同じこの権利 (商品生産にふさわしい所有権一引用者) は, 生産物が生産者のものであ

って生産者は等価と等価を交換七つつただ自分の労働によってのみ富を得るこ とがで きると

いう最初の時期に有効であるのと同様に, 資本制時代にも, すなわち社会の富がますますは

なはだし く , 絶えず く り返 し, 他人の不払労働を取得し うる人々の所有になるという時代に

も, ・有効なのである。7=このよ うな結果は, 労働力が労働者自身によって商品と して 自由に売
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られるよ うになると き不可避になる。 しかしまたそのときからはじめて商品生産は一般化さ

れ, 典型的な生産形態になる。 ……賃労働が基礎となると き, はじめて商品生産は自分を全

社会に押 しつける。 しかしまた, そのと きはじめて商品生産はそのいっさ卜の隠された力を

発揮する。 ……商品生産がそれ自身の内在的諸法則に したがって資本制生産に成長 してゆ く

のと同じ度合いで, 商品生産の所有法則は資本制的取得の法則に変転するのである。」

不払労働の取得は, 完全に, 労働にも とづく所有にもとづいて展開され, 逆に後者は前者

によって真に一般的存在となるとい う こ との強調である。 これを もってマルクスは, 資本に

もとづ く取得を罪悪視す るが商品生産にもとづ く所有を聖化する 「社会主義者」 を批判し

た。 上の引用文はまた, 資本制的生産 と商品生産との歴史的関係を もあかあかと照射 したも

のといえるだろ う。 その最初のと ころで, 生産者が交換 しつつただ自己労働にのみも とづい

て富を得るとい う様式, すなわちいわゆる単純商品生産が, 資本制時代に先行するものと し

て想定されてはいる。 単純商品生産こそ, その・内在的法則にも とづいてそこから資本制生産

が生長 して く る母体だとい う見解は, 非常につよく行なわれていると ころである。 また上の

引用の最後の文も, それだけ切 り離せば, そのような歴史的転化を述べて卜るように見える。

しかし, ここではマルクスは, 資本制時代に先行する単純商品生産を想定はしているが, 前

者から後者が成長してきたとは述べていない。「商品生産がそれ自身の内在的諸法則に したが

って」 以下の文は, ここでは資本と賃労働との流通における関係であ り, 資本運動の条件で

あるその関係が商品生産の法則にのっ と って と り結ばれ, そこから内実の逆転が生ずる とい

うこ とである。 単純商品生産 ・交換者の一般的な関係のなかで, それ自体と して資本制生産

が生 じて く るというのではない。「取得法則の転変」 は, 労働力が商品と して存在しているこ

と, これを条件にするのである。 逆に, マルクスは, 商品生産の一般化こそ, 労働力の商品

化によって形成されたと主張するのである。「転変」 の形成者は, 商品生産の法則ではな く ,

資本関係それ自体なのである。

このよ うに, 資本の再生産と蓄積の分析け。 単純流通と生産過程とを包括 して運動する価

値と しての資本の本質がどこにあるかを, はっき りと示す。 労働と所有との分離, その再生

産がそれである。『経済学批判要綱(1)では, 『資本論』 とおなじく, 資本蓄積の循環を述べ, 次

の結論を与えている。「資本はもはや前提から出発して生成するの七な く , 資本自身が前提と

なってお り, 自身から出発しつつその維持と成長の前提そのものをつ く りだす。」資本の再生

産は, 資本の生産自身が資本関係の条件を再生産することを示すよ蓄積は, 同じ過程におい

て, 不払労働の取得→ 不払労働取得の条件の再生産と して, それを純粋に示す。 最初資本

を考察するさいこ設けなければならなかった条件は, 資本の再生産を分析したあとでは, 資

本自身によって形成されたものであるこ とが明らかになる。 資本自身が前提となることで,

資本の他者への依存という外観は消える。 資本はこ う して自立した生産関係であ り, それ自

体と しては資本にと って外的な, 商品や貨幣さ らに商品と しての労働力を もみずからの手で

つ く りだすこ とができるのである。「賃労働が基礎となると き」 すなわち資本関係が成立する

と き, 「商品生産は自分を全社会に押 しつける」 とい う一句は, そのこ とを端的に示す。 すな

わち, 資本は社会の生産と再生産との形成者 ・支配者なのである。「貨幣の資本への転化」 に

おいては, 資本は単にブルジ ョア社会の一生産関係と して示されたが, 再生産過程では, 資

本の位置は次のよ うに確定される。「資本はブルソ ヨア社会の一切を支配する経済力である。

それは出発点となり, 終点とならねばならないよ)だからこそ∠資禾がそこで運動士右社会的
生産は資本制生産様式であ り, 資本に よって他の一切の生産様式,と区別されるのである。

自立 し他者を支配するものと しては資本が, その現実的生成にと。つて, それ自体と しての
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118 マル クス本源的蓄積論の一検討

単純な商品生産者, 他者からそれ自身への歴史的形成を条件と しないこ とが, いまや明らか

になったといえるだろう 。 ふたたび 『要綱』 の表現を借 りれば, 「資本の生成を表現 している

諸条件は, 資本が前提と して役立つと ころの (すなわち 自立 した存在恚しての一引用者) 生

産様式の領域にははいらない。 それは資本生成の歴史的前段階と して資本の背後に横だわっ

ている。1)それが前段階にとどまるかぎり, 「実践的に事実にしがみつく」 現実的資本家と同様
に, 理論もまた過去を必要とはしない。 24章冒頭で示された, 「悪循環からのがれ出る」 必要

は, 資本の再生産と蓄積の分析それ自体にはないのである。 否, その必要のないこ とがそこ

で示されたのである。 資本蓄積論から本源的蓄積論への必然的展開は, 前者にとって後者が’

不可欠である とい う形では, 生 じないといわねばならない。

しかし, 『要綱』 においても 『資本論』 においても, この資本の自立性の解明こそ, 本源的

蓄積論の始点を構成 しているのであ り, またそこで始めてその展開が可能になるといえるの

である7)なぜなら, 資本こそ社会的生産の支配的関係であり, その本質が他人の不払労働の
取得であるこ とが示されてはじめて, その生成の歴史的意義が明らかになるからである。 資

本の生成は単なる一生産関係の生成ではな く , 社会的生産の変革と して措定される。 資本の

本質を解明する ことは, その生成の歴史的意義の解明なのである。 同時に, 所有と労働との

分離こそ, 社会的生産の種差であるこ とが明らかとなる。 本源的蓄積は, 自立した存在と し

ての資本にとって唯一の前提, 労働力商品の歴史的生成過程と して措定される。第24章は, 資

本の生産過程の全分析の上に, 歴史的生産 と しての資本制生産様式を他の生産様式と対比す

るものと して, 『資本論』 を総括する。

(1) 以下, 本論においては, マルクス 『資本論』 第1巻第7篇から引用したものに限り, 典拠の呈示を省

略する。 ただし, 引用は, 大月書店 ・国民文庫, 『資本論』 第1巻第4分冊, 1962年, にヽよっておこなっ

た。

(2) もとより, 『資本論』 第1巻では, 「われわれは, 最初まず蓄積を抽象的に, すなわち単に直接的生産過

程の一要因と して, 考察するのである。」資本蓄積は, 資本運動の分析が進むごとに, つねに, 新たな契

機のもとで, よ り高い次元で考察される。 その意味で蓄積は資本の総体的現実運動である。 ただし, こ

こで私が 「抽象的に」 と述べているのは, ここ第22章では直接的生産過程のなかでも一段, 抽象度が高

いという意味においてである。 そこでは, 蓄積が, 「剰余価値の資本への転化」 それ自体と して, すなわ

ち資本 ・賃労働関係そのものに即してと りあげられ, ついで蓄積を内的に規定する契機が ( もちろん直

接的生産過程に即して) 個別に措定されている。 それら諸契機の変化自体は考察されていないのである。

現実には, 蓄積は, と りわけ, 一定の物質的基礎すなわち労働の生産力の現実的構成のうえで展開され

る。 それゆえ蓄積は相対的剰余価値の生産を前提し, 逆に後者は現実には前者によって実現されてゆく

のである。 資本制的生産の歴史的性格を規定するさいに, マルクスはつねにこれをふくんでいるのであ

る。

(3) エングルスは, マルクスのこの 「取得法則の転変」 にもとづいて, 次のように述べる。「いっさいの私

有財産がはじめはその所有者自身の労働にもとづいてお り, その後もずっと, ひと しい価値がひと しい

価値と交換されて きただけである と仮定 してさえ, やは り生産と交換の進展につれてわれわれが必然的

にゆきつ く のは, 現在の資本主義的生産様式であ り, 一方の少数者の階級の手に生産手段と生活資料と

が独占され, 他方の膨大な多数を しめる階級が無産のプロレタ リアにお しさげられることであ り……」

フ リー ドリッ ヒ ・エ ングルス 『反デューリング論』 国民文庫 (2), 1965年第9刷, P. 320。

エ ングルスは, 貨幣所持者と労働力商品の所持者との商品所持者どう しと しての関係を, 一般的な商

品所持者どうしの交換関係に解消してしまっている。 すなわちかの 「転変」 が労働力商品の売り手の存

在を前提する ことが欠落するのである。 こ う して, マルクスの, 資本制生産と商品生産との, 賃労働を

本質的要因と して成立する弁証法的相互規定を, エ ングルスは, 商品生産から資本制生産への平板な歴

史的進展にかえて しま うのである。
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カール ・マルクス 『経済学批判要綱』, 高木幸二郎監訳, 第 1 ̃ 5分冊, 大月書店, 1959年。

以下 『要綱』 と略記する。

マルクス, 『要綱』 序説, 第 1分冊 P .29.

同, 『要綱』 第3分冊 P396. -・

「(労働と所有との一引用者) この分離は, 外観的には, 商品生産の法則の結果のごと く見えるのである

119神 田 敏 英

3 本源 的蓄積の 内容

現実的資本の運動を解明するこ とが, その歴史的生成の内容を規定する。 とすれば, 資本

の生成過程は, 歴史的には資本に先行する生産の解体過程ではあるが, 理論的には資本によ

ってその内的構造が説明されるべきものと して現れる。 24章第 1節の次の文は, 本源的蓄積

の内容をマルクスがどのよ うな方法で規定 しているかをはっ き りと示すものである。 すなわ

ち, 「資本関係は, 労働者と労働実現条件の所有との分離を前提する。 資本制的生産がひとた

び自分の足で立つようになれば, それはこの分離を維持するだけではな く , ますます増大す

る規模でそれを再生産する。 だから, 資本関係を創造する過程は, 労働者を 自分の労働実現

条件の所有から分離する過程, すなわち, 一方では社会の生活手段と生産手段を資本に転化

し, 他方では直接生産者を賃金労働に転化する過程以外の何ものでもあ りえない。 つま り,

いわゆる本源的蓄積は, 生産者と生産手段との歴史的分離過程にほかならないのである。」資

本の本質を 「労働者と労働実現条件の所有との分離」 と規定したことから, 本源的資本の生

成をその歴史的分離過程と して措定 し, またそれは社会の生産物の資本への, 直接生産者の

賃金労働者への, 転化と言い換えられている。 したがって, 資本に先行する生産は, 労働者

による労働実現条件の所有という側面で本質的に把握される。 以後の展開で資本にとって収

奪 ・解体されるべきとされる 「小農民経営」, 「自由な自営農民」 による所有, さ らに第7節

の 「自己労働にもとづく私的所有」 は, これにもっ と もよく照応しているよ うに見える。 こ

の点で, 24章の基調は首尾一貫してお り, また23章以前の分析に完全に対応しているといえ

るのだが, この規定をマルクスの本源的蓄積論全体のなかで考察すれば, まだ解決せねばな

らないいくつかの論点が存在 している といわねばならない。 もと よ り, それは, 多様な契機

から構成され, また非常にながい時代を も包含するマルクスの本源的蓄積論をその内的統一

において把握 しよ う とすればであるが。

直接生産者による労働条件の所有を小経営に しぼって よいかどうかは問題であるが, この

6

が, 実際には, 商品生産に外的な条件であ り, 所有と労働の本源的同一性の否定を意味し, かつまた,

この否定が資本制生産そのものの成果でな く , すなわち本源的な分離であるかぎ りは, 『商品生産の本源

的経済法則』 そのものからは生じえないということを意味する。 かくて, 再びかの 『事実』 が全分析の

根底に横たわっていることが明らかとなる。」

吉村達次 『経済学方法論』, 雄渾社, 1972年, P.34。

吉村氏は, かの分離が商品生産にと っては外的であると指摘する。 た しかに, 商品生産の法則それ自

身からはいく ら待っても分離は生じて こない。 また, 本源的同一性の否定も, かの法則からは生 じない。

しかし, 本源的ではない, 現実的な, 「分離」 は資本それ自身の産物なめである。 吉村氏はそれを忘れ,

本源的蓄積論の必然性を次のよ うに主張する。「資本の直接的生産過程の分析が一応完了した今になって。

(すなわち 「取得法則の転変」 の解明以後は一引用者) , 仝論証が循環論的な行詰 りに直面せざるをえな

いことが明瞭になればなるほど, その根底に横たわる 『事実』 を未論証のままに放置していたことが,

行詰 りの原因と して改めて, 反省されねばならな く なったとい うこ とである。」 同 P. 43。

吉村氏は, マルクスの 「悪循環」 をそのまま受けているが, 現実的資本がかの分離をつ く りだす以上,

資本蓄積の, したがってまたその分析の, 進行にとって本源的分離の解明は直接には必要ないのである。

r
D

″り
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120 マルクス本源的蓄積論の一検討

点はまさにそ=う されている第7節の検討の方にまわ して, 一つの問題は, 上の引用で直接生

産者の賃金労働者への転化は労働者からの労働条件の所有の分離と同一視されているところ

にある。 賃金労働者すなわち労働力の売手である自由な労働者は, マルクス自身上の引用の

す ぐ前で述べているよ うに, 自分自身が直接に生産手段の一部である奴隷や農奴などと も 自

分の生産手段を もつ自営農民または独立手工業者と区別される存在である。 奴隷や農奴と労

働条件の所有との関係はどうであるのかj T資本論』 第2巻は, その冒頭で, 第1巻中の資本

の再生産の分析を うけて, それを流通形態それ自体と して考察しているが, 資本運動の歴史

的前提を 「生産手段と労働力との本源的な結合の分離」 と規定 している。 したがって この場

合には, 「この結合が分解される前にどんな形態を もっていたか, すなわち, 労働者自身が生

産手段と して他の生産手段に付属す・ると いう形態だったのか, それとも労働者が生産手段の

所有者だったのかということは, 少しも事柄を変えるものではないよ)「本源的な結合」 は,
資本制生産におげる労働者の所有からの分離と対比されるべき, もら とも包括的な概念であ

る。 それゆえご結合のしかたは問題にならないというのである。「本源的結合」 と 「T労働条件

の所有」 が等置されるべきものとすれば, 「所有」 とい う概念を正確に把握することが要求さ

れよ う。 そ してそれは, まさに本源的蓄積とそれにもとづく 資本制生産の歴史的な把握にと

って本質的な問題である。 先に引用 した, 24章の本源的蓄積の本質規定は, フ ラ ンス語版で

はすっか りな く な り, かわ りに次のよ うに規定されるのである。 こ

「資本主義制度の根底には, 生産者と生産手段との根源的な分離が存在する。 この分離は,

資本主義制度がひとたび確立されるや, 累進的規模で再生産される。 しかし, この分離が資

本主義制度の根本をな してt るヽ以上, 前者な しに後者は確立され得ない。 したがって, 資本

主義制度が出現するためには, さ まざまな生産手段の少な ぐと も一部分が, これまでそれら

を使用して自分自身の労働を実現していた生産者の手から, 有無をいわさずすでに奪い去ら

れていなければならず, また, 他人の労働をあてにしながらこれらの生産手段でもって利益

をかせごう とす る商人= 生産者の手中にそれらがすでににぎられていなければな らないので

ある。 労働とその外的条件とを離反さゼ る歴史的運動レ これ七そが, ブルジ ョア世界にとっ

ての先史時代に属するものであるために 『本源的』 と よばれるあの蓄積の謎のかぎなのであ
(9)

る 。土

論理構成は ドイ ツ語第2版と フラ ンス語版と同一である。 資本の前提, 資本自身によるそ

の再生産と拡大, その前提の歴史的生成の必要, その内容。 。また24章第 1節中に占める位置

もひと しい。 それゆえ相違は, 「労働者と労働実現条件の所有とり 分離」 と 「生産者と生産手

段との根源的な分離」, それに対応して 「労働者を 自分の労働条件の所有から分離する過程」

と 「労働とその外的条件を離反させる歴史的運動」, この点に帰する。 フ ラ ンス語版の方が第

2巻での規定に一致 しているといえよ う。 そ して私は, このよ うな規定を, 単に時期的にと

いうことではなく, 本源的蓄積についてめマルクスの最後の言葉であると考えるツしかしな
がら, 下イ ッ語版と第2巻 ・ フラ ンス語版とで, 思想が変ったとは考えられない。 24章第7

節 ( フラ ンス語版では32章) はかな り変更されているが, 所有は 「所有者の自己労働にもと

づ く所有」 一 小経営の問題と して再現 して く るのである。

それゆえ, 本源的蓄積過程全体のなかで, 小経営の解体はどれほどの意義を もっているの

かを検討せねばならない。 これはまた, 今一つの問題, 「労働条件の所有の解体」 または「(労

働の) 外的条件からの分離」 と, それに続いて設定されている次の命題, 「資本制社会の経済

的構造は封建社会の経済的構造から生まれてきた。 後者の解体が前者め諸要素を解き放 した

のである」 とい うこ と どの関係を, すなわち労働者の所有まだは本源的結合と封建的経済体
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制との関係を明らかにする こ と とつながる。

封建的経済体制は, まず, 直接生産者にたいする自由の規制という側面でと りあげられる。

すなわち, 労働者を土地にしばりつける農奴制や隷農制 ( フラ ンス語版では, 土地に しば り

つける農奴制や, 他人への従属) , また同職組合の支配である。「こ う して, 生産者を賃金労働

者に転化する歴史的運動は, 一面では農奴的隷属や同職組合強制からの生産者の解放と七て

現われる。」この側面は, 先の本源的蓄積の本質規定に対応する, いわば表裏の関係にあるこ

とを, まず, 確認しておかねばならない。 封建的秩序は, その形態はどうであれ, 生産者と

生産手段との本源的結合のうえ全体に, おおいかぶさ っているのである。 したがって, 次の

ようにも表現される。「賃金労働者と と もに資本家を生みだす発展の出発点は, 労働者の隷属

状態であった。 そこからの前進は, この隷属の形態転換に, すなわち封建的搾取の資本制的

搾取への転化にあった。」封建的隷属にもとづく封建的搾取, したがって資本制的秩序への前

進は, 隷属= 搾取の形態転換と して, 一般的に示される。 とはいえ, ここでもそれぞれの表

現の間に微妙なずれが見い出される よ うにみえる。 引用で見るように, 農奴または隷農 (労

働者の土地へのしばりつけ, または他人への従属) は 「農奴的隷属」 に代表されている, そ

してそれが封建的隷属= 搾取 (同職組合規制をのぞけば) と されているのに, 他方で, 「資本

制的時代が出現すると ころでは, 農奴制の廃止はと っ く に行なわれてお り」 といわれるので

ある。 あるt はヽ, 「イギ リスでは農奴制は14世紀の終 りごろには事実上消滅していた。」 (資本

主義の創生はやっ と16世紀のこ とであるのに) と。 封建制= そのものと しての農奴制と した

場合には, これらの文意はまったく理解できないものになってしまうであろうり
封建的体制のも とでは, 土地が基本的労働条件であ り, 人口の大多数が農民なのだから,

千分離」 の圧倒的過程は土地の収奪 と して涙れる。 第 1節本源的蓄積の秘密から第2節農村

住民からの土地の収奪への移行は, 必然的である。 前者が自分の労働の実現条件を奪われた

労働者の創出過程, すなわち労働者の解放と収奪の過程と規定 したこ とを√後者は具体的な

歴史と して描 く。 特徴的なこ とは, 収奪の対象すなわち封建制下の直接生産者が, 「自由な自

営農民」 とされていること七ある。 かれらは, 農奴制が事実上消滅した頃すでに人口の非常

な多数をな してお り, 15世紀にはさ らにその比率を高めていた。「比較的大きな領主所有地」

で農奴を駆逐 した 「自由な借地農業者」 や, さ らに 「本来の賃金労働者」もまた, 「 自営農民」

という側面を もってt だヽこ とが指摘 される。 一見すれば, 「自由な自営農民」 は, 封建的隷属

と一致 しな卜よう に見える。 しかし こ こで 「自営」 とい うのは, 土地にたいする形式的な所

有権それ自体を条件とするものではない。「かれらの所有権がどんな封建的看板によって隠さ

れていても」, 「自由な借地農業者」, 「(本来の賃金労働者も) ( ある程度の) 耕地と小屋とを

あてがわれている」 等の言葉はそれを もの語る。 かれらは最終的な所有権を持っていない。

まただからこそ, 土地の収奪が封建的権力者にょ って苛酷に展開されたのである。 したがっ

て, 「自由な 自営農民」の「自由な」 も, かれが一切の封建的人身拘束から解放されている とい う

ことではなく, 自分自身の経営において自由である と判断すべきであろ う。 これら全体 と して

の自営農民が, 「本源的蓄積の秘密」 で規定された, 自己の労働条件の所有者に概当せねばな

らない。 第2節の叙述から して労働者の 「自分の労働条件の所有」 は, 労働条件にたいする

完全な所有権を意味するのではなく , 自分の経営にたいする主体性と表現で きるであろ う。

所有は, ここでは, 労働者がかれの生産手段に関係する様式とすべきである。 自分自身の労

働を現実化する客体的条件を保持しているー た とえ借地であろ うとあるいは単なる占有権
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であろ う と

8

収奪の対象はこれら 自営農民の, 封建制解体期あるいは解体以後における存在である。 だ

これが自営農民であ り, 独立小生産者である。
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からマルクスは, 「独立農民層」 や農村賃金労働者ですら持っている共同地の共同所有権の消

滅過程を, 時代の子である封建領主や 「それ自身ブルジ ョア的発展の一産物たった王権」 や,

さ らに資本自身 と近代的土地所有者によって実行された, 暴力的契機を法則的に解明してい

る。 とはいえレ これら自営農民層は, けっ して農奴制の事実上の消滅後の産物なのではない。

も しそ うだとすれば, これら封建制解体期の自営農民の措定に続いて√同じ段落中に封建的

生産について叙述しているこ とが理解できないだろ う。 封建的生産は家臣への土地の分割に

よって特徴づけ られ, 後者はまた 「自営農民」 の数によって定まると される。 ノルマン貴族

の土地が, 小農民経営によって特徴づけられるとされていること, 農奴でさえ, 条件づきで

はあるが, 零細地の所有者であ り, 共同地の共同所有者であると されているこ と, 日本を土

地所有の純封建的な組織と発達 した小農民経営と特徴づけているこ と, これらは封建的生産

にたt すヽるマル クスの規定を示す ものである。 そのさい, これら小農民経営が, あわせて共

同地にたt すヽる権利を保持 しているこ とが指摘される。 それは, 小農民経営の歴史的性格を

考える うえで非常に重要な点である。『要綱』 は, 『資本論』 とおな じ く蓄積論によって本源的

蓄積を措定 し, 次のよ うに述べているのである。

「自由な労働 と, この自由な労働を, 貨幣を再生産 しふやすために, 享楽のための使用価

値と してではな く貨幣のための使用価値と して食いつ くすために, 貨幣と交換すること とは,

賃労働の前提であ り資本の歴史的条件の一つである。 とすれば, 自由な労働をその労働の客

体的条件から分離するこ とが, も う一つの前提 と して現れる。 したがってなによ りもまず,

労働者をかれの天然の仕事場と しての大地から切 り離すことー それゆえ小さな 自由土地所

有, ならびに東洋的共同団体を基礎とする共同体的土地所有を解体することである。?
「資木制生産に先行する諸形態」 冒頭のこの文は, 「諸形態」 のあの独 自な内容を指 し示す

ものである。 ただ し, それは 『要綱』 の, 『資本論』 と同一の, 論理展開から必然的に措定さ

れたものであ り, 資本生成の母体にづいての特徴づけも同一七ある。 すなわち, 労働者がか

れの労働条件に所有者と して関係するこ と, 言い換えれば労働とその物的条件との自然の統

一。 特徴的なこ とは, ここでは, 「共同体的土地所有」 が 「小さな自由土地所有」 とならぶ形

態と されている ことである。 しかし, 「諸形態」 の以後の文章に見るように, 両者は全然別個

のもの, あるいは歴史上それぞれ独自に現れるものとい うこ とではない。 共同地の共同所有

は, 『資本論』 第24章第2節に見るよ うに, 小農の本質にと って不可欠の契機と して, かれが

小経営者である証の一つと して。, したがってまた, 本源的蓄積にとってはその収奪が非常に

重要な内容をなす ものと して, 現れるのである。

自営農民とかれの客体的労働条件との関係レかれの生産手段所有を, 以上のよ うに両者の

本源的結合とその不可欠の存在条件と しての共同所有と と らえるならば, かれらが封建的拘

束下にあること も, 言い換えれば, 自由な賃金労働者の創出が隷属= 搾取の形態転化とされ

ていること と乱 矛盾な く理解できるだろ う。 封建的生産の基礎は, 共同体的所有によって

補完された自営農民の小土地所有であ り, それは自分自身の上に封建的土地所有とそれにと

もな う上部構造を聳立させているのであ り, それらの不可分な結合が封建的生産様式とそれ

にもとづく生産関係を構成 しているのである。 隷属や共同体規制の形態については, 種々の

形態や発展段階の差異もあ り うる。 しかし, 封建制解体期の 「自由な 自営農民」 もまた この

中に含められねばならない。 た しかに, 封建制の基礎は小農民経営だからといって, 逆に後

者は前者のもとでだけ存在するとは限らない。二しかし, マルクスは次のよ うに述べているの

である。「農業の部面で大工業は, 古い社会の堡塁である 『農民』 を滅ぼして賃金労働者をそ

れに代えるかぎりで, もっとも革命的に作用する。ツ)大工業によって滅ぼされる農民, それは

9
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封建的束縛から解放されて久しいで’あろ う。「自由な農民」 による自営ほ小経営の最高の, も

っとも完全な形態である。 それを 「古い社会の堡塁」 と断ずるのである。 こ う して, 小経営

の歴史的位置も定まる。 資本に,互って生産者と生産手段との本源的結合を破壊されるべきも

のと して, さ もな くばそこから資本制生産が生まれえないものと して。 それだからこそ, マ

ルクスは, 本源的蓄積を, 自営農民それ自体の優劣またぱ努力の差から資本家と賃金労働者

とに分化 して く る過程と してではな く , まさにその思想を批判するものと して, 暴力 ・ 横奪

等による直接生産者の収奪と して描いているのである。 だからまた, 小農民の商品生産者と

しての側面は, 本源的蓄積の分析, 24章全体をつ う じて, ただ一箇所の例外 (それについて

は後述) を除いては, 問題になっていないのである。 第 1節の規定を うけて, 第2節は, そ

れゆえ, 24章の基礎過程なのである。 第一3節 「被収奪者にたいする血の立法」 は, いわば第

2節にたいする補説である。 そこでは, 客体的労働条件から分離された自由な労働者の創出

が, 資本制生産の生成にと っての不可欠の条件ではあるが, それ自体では資本制生産の生成

にと っての十分な条件でないこ とが, 非情に描かれるのである。

第4節から第6節も, これを受けて, 分離された自由な労働者の創出とならんで資本制的

経営を生成させた歴史的事情を と り扱 う。「そもそ も資本家はどこから出てきたのか。」 とい う

問題設定は, 第4節だけをおおうのではない。 むしろ この設問 ・解答の比重は第5 , 6節に

あるといえる。 第4節は農村民の収奪によってつ く りだされた大土地所有での資本家的借地

農業者の生成を述べているが, それ自体, 簡単な, 短い文章である。 量的にそ うた とい うだ

けではない。 封建制下で緩慢に生成 してきた借地農業者は, 農業革命, 貴金属価値の下落,

すなわち本源的蓄積の要因そのものをきっかけと して, 急速にのしあがり, 資本家的経営に 。

成長してゆく。 しかし, それは, そ こから本源的蓄積がしたがって資本制的生産が生起する

原因そのものではないか
富裕な一階級」 の生成にすぎないといえるだろうり

もちろん, だからといって借地農業者による資本家的経営の発展が, 資本制的生産の生成に

全然役割を演じないというのではない。 第5節 「農業革命の工業への反作用 産業資本のための

国内市場の形成」は, 直接生産者の収奪にみちびき, またそれによって実現された, 農業革命

が, 同時に, 資本主義的生産の形成のために, 単に賃金労働者を提供するにと どまらず, 国

内市場を, すなわち新たな, 商品そのものへの需要と他方でのその供給を, 形成するこ とを

述べる。 マルクスの文でぃえば, 「農村民の一部分を収奪し追い出すことは, 労働者といっ し

ょにその生産手段やその労働材料を も産業資本のために遊離させるだげではな く , それはま

た国内市場をつ く りだすのである。」 この過程は資本制生産の成立にとって不可欠の条件であ

るが, その基本は, 以前の農村民による自分自身のための生産物を 自営農業と農村副業の破

壊によって可変資本 ・不変資本の要素に転化することにある。 そ してこの資本の要素の一部

を, 変革された農業は提供するのであ り, それによって農業は資本制的生産に組みこまれる

のである。 しか し, その組みこみは不徹底である。 「(本来のマニュフ ァ クチ ュア) 時代は国

民的生産を非常に断片的に征服するだけで, つねに都市の手工業と家内的 ・農村的副業とを

広い背景としてこれに支えられているのである。」だから, 資本家的農業経営も, 大工業によ

って基礎が与え られるまでは, 農家副業を完全に破壊 し農民経営を滅ぼして しま う ものでは

ない。 かえって, 「( 本来のマニュフ ァ クチュア) 時代は, 耕作を副業と して営み, 生産物を

マニュフ ァ クチ ュアに売るための工業的労働を本業とする小農村民の新たな一階級を生みだ

すのである。」この文は, 24章において商品生産者と しての小農民に触れた唯一の箇所である。

マニュファクチュアという未熟な物質的な基礎のうえに構築された資本制的生産様式であれば

づ 1 0



こそ, 小商品生産者と しての小農民を く り。かえ し生 じさせ, 農業経営の種々の形態をつ く

りだすのである。 小商品生産者と しての小農民の発展が資本主義的経営をつ く りだ してゆく

原動力なのではない。 資本主義的生産の歴史的発展が小商品生産者をく りかえし生滅させる

のである。 第4節で述べられ, また第5節でも一定の役割を演ずる借地農業者は, 本源的蓄

積全体のなかでは限られた役割だけを演ずるのである。

「産業資本家の生成」 と題された第6節は特徴ある内容を もっている。 疑いもな く それは,

先に引用した第4節の設問を受けている。 4 , 5節が農業部面での変革とその変革が工業に

与えた反作用について述べているとすれば, 6節はそれ以外の部面での変革でなければなら

ない。 しかしその内容は, 直接には, 初期の資本制生産であるマニュフ ァ クチュアの成立過

程それ自体ではない。 その内容を特徴づけるのは, 国家的な政策体系に集約される, 国内外

からの, 富の生産というよ りは富の略奪と強制労働である。 いわば, 自由な賃金労働者の創

出とならんで, 本源的蓄積の主要契機の集約であるといえるだろ う。 資本蓄積のためにはど

んな恥 し らずな手段で もかまわない, それが自分の同胞にたいする ものであって も, ま して

や他の民族にたいしては, とい う資本の本性が赤裸々に描写される。 資本制的生産を生成さ

せるための条件は, 国内における旧来の生産様式の破壊と国民的な生産の自己の支配下への

再編成だけで十分なのではない。「世界商業と世界市場とは, 16世紀に資本の近代的生活史を

開くのである。ツという命題はここで証明されるのである。資本制生産の生成は, こうして,
世界史的出来事であ り, 世界市場を支配し, そとから略奪し, 他の諸民族り生活と富を 自己

の客体的存在条件に変えて しまうことである。 そのためにこそ, 国家が前面に出て, 強力な
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本源的蓄積は, 一言でいって, 資本のために必要な諸条件を歴史的に生成させる過程であ

り, そめ 「主要な」 諸契機が第2節から第6節にかけて描写された。 以上検討してきたよう

に, これらの諸契機は, したがって第2から第6節までは, 相互に密接な関連を もっている。

このなかで, 第 3節は解放された労働者たちの資本制的秩序への強制的訓練と して, 第4節

ならびに部分的に第5節は直接生産者の収奪後の農業の再編と して, それぞれ第2節の延長

とみなされよ う。 第 5節は, 直接生産者とその所有との分離が, 同時にかれらの生産物を資

本の要素に転化 させるこ とを明らかにするこ とで, その過程がかの分離のも う一つの側面で

あるこ とを示す。 このよ うに考えれば, 本源的蓄積論の基本は, 第2節と第 6節にあるとい

えるだろ う。 そ して, それらの過程に共通なのは, 資本制生産の歴史的前提の生成にあだっ

ての, 暴力のはた した役割である。それは, 本源的蓄積が暴力的過程そのものであったこ とを

物語っている。 ただ し, 暴力がすべてで も本源的なのでもない。 マルク不は, 「産業資本家の

生成」 のなかで, 次のよ うに述べる。 「(植民制度, 国債制度, 近代的租税制度, 保護貿易制

度と して体系的に総括される一 引用者) これらの方法は, 一部は, 残虐きわまる暴力によ

って行なわれる。 ……しかし, どの方法も, 封建的生産様式から資本制的生産様式への転化

過程を温室的に促進 して過渡期を短縮するために, 国家権力, すなわち社会の集中的な組織

的な暴力を利用する。 暴力は, 古い社会が新たな社会をはらむと きつねにその助産婦である。

暴力はそれ自体が一つの経済的な力なめである。」あから さ まな暴力と, 本源的蓄積期の組織

11

された手段の体系と もちろん両者は密接に重な りあ うがー , マルクスはこれを一口に

「暴力」 と表現する。 それらは, 直接には経済外的な方法であ り, 旧社会の公権力または貪

欲な個人の力の発動ではある。 マルクスはそれを 「一つの経済的な力である」 とい う。 上の

引用文は, なぜマルクスが, この時期の画期的な暴力一 広い意味でー によって本源的蓄

積を説明したかを示 している。
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もと よ り本源的蓄積において純経済的な過程, 個々の資本家的経営の生成史がなかったわ

けではない。 しかし, 全体と しての歴史的運動にとっては, 暴力のはた した役割こそ決定的

であった とみなすのである。 とはいえ, 暴力はそれ自体と して 目的規定性を もっているわけ

ではない。 いいかえれば, 本源的な存在なのではない。 また, 暴力者が, 自分自身, 資本制

的生産様式の歴史的推進を意識し意図していたかどうかも, 問題ではない。『資本論』 のこの

段階では, 国家も, 世界市場と同様に, これを総体と して措定すべき段階には達 していない。

だから, 24章では前提と して設定されるのである。 しかし, 暴力それ自体から過程が説明さ

れるのではなt 。ヽ 暴力の果す役割が決定的であるというこ と と, それが根底にあるとい うこ

と とは, 全然別個である。 暴力は, ここでは, それまでの分析によって解明された経済的な

原因から措定される。だからこそ, 「一つの経済的な力」 たりうるのであるツ24章が, 主とし
て暴力的契機を と りあげているから, 『資本論』 にはふさわ し く ない, あるいは, この過程を

純経済的な過程を主とするものと して組み替えるべきだなどの主張は, 理論的にはまった く

見当違いである。

(8) マルクス 『資本論』 第2巻, 国民文庫 第5分冊 P. 57。

(9) フランス語版 『資本論』 第26章本源的蓄積の秘密。

山本穎一訳, 『経済』 1972年6月号所載, PP. 122̃ 3.

(10) 「このいわゆる原蓄積 (original acculnulation= 本源的蓄積一 引用者) の意味するところは, 労

働する人間とかれの労働手段とのあいたに存在する原結合 (original Union) の解体を もたら した一連

の歴史的過程にほかならない…。 労働する人間と労働手段との分離がひとたび確立されると, こ うした

状態はおのずから存続し, つねに規模を拡大しながら再生産され, つt にヽ生産様式上の新しい根本的な

革命がふたたびこれを くつがえ して, 新 しい歴史的形態で原結合を復活させるまでつづく であろ う。」

カール ・ マルクス 『賃金, 価格, 利潤』, 横山正彦訳 国民文庫 1966年新訳第2刷 P.53。

先まわ り していえば, これも 「否定の否定」 そのものである。

(11) 望月静司 『マルクス歴史理論の研究』,岩波書店, 昭和48年, と りわけその第7章第2節は, マルクス

における農奴制と封建制との概念を検討 し, 両者の差異を主張している。 望月氏の主張は, 「封建社会」と

いうより氏に即していえば 「中世世界」 を 「都市と農村との分業 ( = 対立)」と地代関係 (封建的地代か

ら貨幣= 近代的地代へ) とにも とづ く 「社会」 と把握するこ とに由来する。 すなわち農奴制的支配 ・従

属概念の除去。 さ らにそれは, 氏め 「社会」 把握 : 「『ゲゼルシャフ ト』 はまず等価(等しい人間的能力)

交換の歴史的形成行為である。」にも とづ く。 この考えこそ氏の著書の基調であるといえよ う。

私は, このよ うな把握は, マルクスのA ・ ス ミス化であると思 う。 た しかに, 社会は人間によって他

の人間との関連と して生産される。 とはいえ, そのこ とは社会が生産関係の総体に基礎づけられるもの

と して, 人間にとって客観的存在一 支配 ・従属を もふくめてー であることを否定するものではない。

(12) マルクス 『要綱』 第3分冊, P. 407。

(13) マルクス 『資本論』 第1巻, 国民文庫第3分冊 P.319。

㈲ 「資本制生産は農業ではなく工業で始まり, そのあと農業をだんだんに支配していく のであって…」

マルクス 『乗り余価値学説史J III, 大内兵衛 ・ 細川嘉六監訳, 大月書店, マルクス= エ ングルス全集第26

巻第 3分冊, P. 123。

以下, 『学説史』 と略記する。

㈲ このような考え方とはまさに正反対の形で, 平田清明氏は次のように述べる。「この第4節に簡潔に記

述された農民層分解の過程こそ, 本源的蓄積の最も基礎的こ基底的な過程であるこ と, と く に銘記すべ

きである。 自己労働にもとづく私的所有という西ヨーロッパ固有の法理念は, この過程に基礎づけられ

て発生するものだからである。」平田清明 『経済学と歴史認識』 岩波書店, 昭和46年, P. 446。
2 ♂ ・

私は, 第 4節は資本家的借地農業者の発生を農民層分解の結果と して描いていないと考える。 平田氏

の見解と私見の差異は, 平田氏が小経営を 「市民的生産様式」 と, したがって 「自己労働にもとづく私

的所有」 を商品生産の所有法則と, みなすのにたいし, 私見は小経営を古い生産様式の一種とみなすと
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ころに発す る。

マルクス 『資本論』 第 1巻, 国民文庫② P.7。

「海賊行為の連続こそが, 西ヨーロッパへの価値と資本の国際的集積行為を形づく るものであった。

マルクス本源的蓄積論の一検討126

4 資本 制 的生産 様 式 の歴 史 性 の解 明

資本制生産の本質的な前提である自由な労働者の歴史的成立は, 直接生産者とかれの労働

の客体的条件との分離を前提する。 この分離は, かれと所有との本源的な結合を保障 してい

た, あるいはかれを所有に しば りつけていた, 一切の諸関係の破壊である。 それゆえに, こ

の分離は, 封建的隷属すなわち一切の人身拘束的な秩序からの解放と して, 表現されたので

あった。 所有の収奪というこ とは, 同時に, その所有の基礎である生産様式と, その上に構

築される一切の社会的構造との, 破壊なのである。 「(資本と賃労働との一 引用者) 関係は,

明らかに, それ自体が, 先行の歴史的発展の結果なのであ り, 多 く の経済的変革の産物, 長

い列をなす以前の社会的生産構成の没落の産物なのである。ツだからこそ丿資本制的生産様式
の 『永久の自然法則』 を解き放ち, 労働者と労働諸条件との分離過程を完成 し, 一方の極で

は社会の生産手段と生活手段を資本に転化 し, 反対の極では民衆を賃金労働者に, 自由な 『労

働貧民』 に, 転化することは, こんなにも骨の折れることだったのである。 ……資本は, 頭

から爪先まで毛穴とい う毛穴から血と汚物をだら しながら生まれて く るのである。」

暴力は, だから, t わヽば歴史によって この世に呼び出される。 それは, 経済的過程によっ

て必然化 された ものと して証明されるのである。 本源的蓄積過程の描写が, 暴力を基調と

するのは当然なのである。 しかし, そのこ とは暴力的過程それ自体を解明するこ とが目的な

のではない。 いや, ブルジ ョ ア的所有論を, すなわちブルジ ョ ア社会の基礎を 自己労働にも

とづ く所有に求める思想を, ブルジ ョ ア社会の現実が他人労働の取得にもとづく こ とを暴露

することによって批判するだけではな く , その思想の虚偽を最後の逃げ場である過去の牧歌

的な桃源郷において, 徹底的に粉砕すること, それは一つの目的ではあったr しかし, マル
クスの本源的蓄積論本来の課題は, それほどの暴力的要因の必然性をつ う じて, 資本制生産

と, 本源的蓄積によって解体される先行の諸生産との, 質的な差異, 断絶を, 浮き彫 りにす

ることにあったと, いえるだろうごそして。それをつうじて’ 資本制的生産とそれに先行す
る諸生産とを対比するこ とに。 その意味で, 本源的蓄積論の本質は, あ く までも, 暴力にで

はな く 生産過程にあるといわねばな らない。 24章が丿資本の生産過程」 の分析を終えた どこ

ろで, その前で もその後でもな く , 措定されていることが, それを語っている。 資本制的社

会の再生産をその生産過程に即 して解明する こ とが, 他の社会的生産様式との歴史的対比を

可能にするのである。 私は, 『要綱』 中の 「諸形態」 も, 本質的に同一の箇所で, 24章とのあ

らゆる内容の相違にかかわらず, 同一の課題を追求していると, 考える。

したがってレ 資本の前提条件の歴史的生成の描写が, 資本の現実的運動法則の解明にもと

づいているかぎ り, 第7節 「資本制的蓄積の歴史的傾向」 に, すなわち, 資本制的生産様式

の歴史的段階の解明に, 入るのは当然のこ とである。 第7節は, 24章の総括であると ともに,

『資本論』 第 1巻の総括でもあると, いえるだろ う。 それは次の命題から始まる。,

「(資本の本源的蓄積が) 奴隷や農奴から賃金労働者への直接の転化, したがって単なる形

13

そ して西ヨーロッパの致富は, 文字どお り, 略奪された地域の貧困化によって支払われたのであった。」

エルネス ト ・ マンデル 『現代マルクス経済学』 岡田純一他訳, 東洋経済新報社, 第2分冊, 昭和47年,

P . 600.
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態変換でないかぎ り, それが意味す るものは, 直接生産者の収奪, すなわち 自分の労働にも

とづく私有の解消にほかならない。 社会的, 集団的所有の対立物と しての私有は, 労働手段

と労働の外的諸条件とが私人のものである場合にのみ成立する。 しかし, この私人が労働者

であるか非労働者であるかによって , 私有もまた違った性格を もつ。 一見私有が示す無限の

色合いは, この両極端のあいだにあ る種々の中間状態を反映しているだけである。」

まず, 奴隷や農奴から賃金労働者への転化という, 最初の文の前段は, フランス語版では

欠落しているのであるが, 先に 「本源的蓄積の秘密」 や 『資本論』 第2巻の一文で見たよう

に, 可能性と しては, 直接的生産者の所有剥奪とならぶものである。 ただそれが, 24章にお

ける具体的展開やこの第7節でと りあげられていないのは, マルクスにとって単に一般的な

ものではな ぐ例外的なものとみなされている と しか, 考え られない。 そのこ とは, 次に, 資

本制的生産に対立するものと して示 されている小経営の, 資本制的生産に先行する生産諸様

式の地位を示す一つの材料である。 直接的生産者の収奪は, 自分の労働にもとづ く私有の解

消とされる。 後者は, 「本源的蓄積の秘密」 で措定された, 労働者による自分の労働条件の所

有である。 ここでの問題は, それがなぜ一つ, 「自分の労働にも とづ く」, いま一つ, 「私有」 と

表現されているかである。 しかも私有の二つの種類と して, 爾後の規定が展開されているの

だから, 問題は本質的である。 マル クスは, 問題を私有の二つの種類の相違であると したの

ち, 論理を, 自己労働にも とづ く私有の内容, 次にそれの自己矛盾からその解体と資本制的

私有への移行と して展開する。 まず前者については,

「労働者が自分の生産手段を私有 しているこ とは小経営の基礎であ り, 小経営は, 社会的

生産と労働者自身の自由な個性との発展のために必要な一つの条件である。 た しかに, この

生産様式は, 奴隷制や農奴性やその他の隷属的諸関係の内部でも存在する。 しかし, それが

繁栄し, 全精力を発揮し, 十分な典型的形態を獲得するのは, ただ労働者が自分の扱 う労働

条件の自由な私有者である場合, す なわち農民は自分が耕す畑の, 手工業者はかれが老練の

腕で使いこなす用具の, 自由な私有者である場合だけである。」

第一に重要なこ とは, 所有が小経営の基礎と して と りあげられているこ とである。 そ して,

所有は, この生産様式の発展に影響を与えるものであるとい う観点から, 評価される。 すな

わち, そ こでの 「自由な私有」 の意義と して。 ただ し, この 「自由な私有」 もまた, 先の小

農民経営について見たように, 近代的な意味で最高の所有権を保持 しているこ とは必要では

ないこ とに注意すべきである。 それは, 「自由な保有者」, 「自由な借地農」, 小さな耕地と小屋

をあてがわれた, 共同地の用益権を もつ賃金労働者などまでも含む, 広い概念なのである。

だからこそ, 先には, 単に「所有」 と表現されたのであるt゙それがなぜここでは, げ私的所
有」 とされているかといケことについての私見は, 後で述べるが, ここで, 「自由な私有」 が,

労働そのものが所有を形成 してゆ く ものと して, 換言すれば, 所有は生産の一属性と して,

表現されているこ とを確認できよ う。 したがって, それは, 次のよ うに, 生産様式の内容と

して展開される。

「(小経営) 生産様式は, 土地やそ の他の生産手段の分散を前提する。 それは, 生産手段の

集積を排除すると と もに, 同じ生産過程のなかでの協業や分業, 自然にたいする社会的な支

配と規制, 社会的生産諸力の自由な発展を排除する。 それは生産と社会との狭い自然発生的

な限界と しか調和しない。 ……一定の高度に達すれば, この生産様式は自分自身を破壊する

物質的手段を生みだす。 ……自分の労働によって得られた, いわば個々独立の労働個体とそ

の労働諸条件との癒合にもとづく私有は, 他人の労働ではあるが形式的には自由な労働の搾

取にもとづく 資本制的私有によって駆逐されるのである。」
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128 マルクス本源的蓄積論の一検討

小経営的生産様式は, なによ りも, 生産手段の分散と して表現される。 すなわち, それは,

資本制的生産様式によって達成された協業, 自然支配, それにもとづ く社会的生産力の 「自

由な」 発展を , けっ して実現できない。 ただ, そのことは, 小経営を資本主義的生産の達成

した成果と比較 してはじめて, 明らかになることである。 この比較によってはじめて, 社会

的生産の発展に とっての小経営の歴史的な限界が浮び出る。 小経営は, 社会的生産のもっ と

も原始的な型ではない。 否, 資本制的生産を除いては, もっ と も高度な形態である, と りわ

けそれが自由な所有者によって荷われる場合には。 だからこそ, それは資本制生産を生みだ

せたのである。 しかし, 後者に対比すれば, それは社会的生産の幼児形態で しかない。 それ

は, 資本制生産に対比されると き, 他の生産諸形態と同じ仲間に入れられるのである。 ここ

では, そ こに小経営の本質がある。 小経営は, 資本制生産に先行する諸形態のたかでの最高

の形態にすぎない。 それを もって く るこ とで, 資本制生産の性格はもっ と もきわたって照ら

しだされるのである。 このように考えて きた場合, 自由な労働者による小経営が, 封建制解

体期にだげ成立すると考えるこ とは全然必要でな く , それは封建制の一般的な基礎であると

考えるのが妥当なのである。 も と よ り, そのなかで, 小経営自体の発展がみられないとい う

わげではない。 要は, 小経営は資本制的生産と本質的に異なる生産様式であるということでj

ある。

自己労働に も とづく 私有と他人労働の取得にも とづく 資本制的私有との対比の基礎には,

こ の生産様式の対比があるのである。 所有は, 生産様式の社会的条件と して, また生産様式

によって形成されるものと して, その本質的な要素を成す。 二つの私有は, 自己労働対他人

とい う こ とで, 観念的に, 二つの違った種類だと, されているのではない。 生産様式の差異

が所有形態の差異と して現れて く るのである。 所有は, ここでも, 法律的な意味ではな く ,

生産の主体とそ の客体的条件との関係り仕方である。「自己労働にもとづ く 私有」 は, 先に見

たよ うに, 小経営の基礎と して, 純粋の私有につきるのではない。 それなのに, 「私有」 と表

現されているのは, 私有という同じ条件のもとにおいてこそ, 自己労働にもとづ く所有と資

本制的所有との対比が, もっと もはっき りと行なえるからにすぎない。「他人の労働の搾取に

もとづ く 私有は, 生産者自身の労働にも とづく私有の正反対であるだげではな く , ただ後者

の墳墓の上にのみ成長するものである。ヅ
両者の歴史的な境界に本源的蓄積が聳立する。 それは, 小経営の解体ということでもって,

資本に先行す るすべての生産を解体するものと して, 現れる。 単に小経営と資本制生産とを

分つだけではな く , 人類史の一大分水嶺なのである。 いい換えれば, 資本制的生産様式は,

人間の社会的生産の発展段階において, それ以前のすべての生産諸形態と区別される存在な

のである。 資本制的生産関係, したがってまた資本制的所有は√この独自な生産様式に根拠

づげられては じめて, 他の生産= 所有関係と区別され うるのである。 だが, 他方では, この

生産= 所有関係の変革こ そ, 生産様式の変革にと っての必要条件なのである。 本源的蓄積の

歴史的意義はそ こに与えられる。 犬

本源的蓄積論本来の課題は, 資本制生産と他の生産とを対比するこ とにあるのだから, そ

してそれを, 資本の存在条件の歴史的生成過程の解明をつ う じて行なって卜るのだから, こ

の歴史過程の解明が, 資本制生産の死滅の解明につながるのは当然のこ とである。 資本制生

産とそれに先行する生産との対比が, 後者の歴史的限界をあきらかにする とすれば, それは

また同時に, 資本制生産の歴史的限界を超克する形態を も示唆し うるのである。 その解明,

すなわち, 卜わゆる 「否定の否定」 が, マルクス本源的蓄積論の結びである。 マルクスは,

直接生産者の収奪にもとづく , 小経営から資本制的生産への転化を述べた後に, 資本制的生
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産のも とでの社会的生産の発展, すなわち 「ますます大規模になる労働過程の協業的形態,

科学の意識的な技術的応用, 土地の計画的利用, 共同的にしか使用されえない労働手段への

労働手段の転化, 結合された社会的労働の生産手段と して使用されることによるすべての生

産手段の節約, 世界市場の網の中への世界各国民の組入, そ してそれと と もに資本体制の国

際的性格の発展」 と, そ してこの発展が同時に, 資本制的所有の発展, すなわち 「少数の資

本家による多数の資本家の収奪」 と労働者の非所有 と の発展とを説き, その結果 と して,

両者の発展が調和七えな く なると断ずる。 あの 「資本独占」 すなわち資本制的所有の, 生産

様式にとづての桂桔化, したがってその爆破= 収奪者の収奪は, この結論と して与えられて

いるのである。 こ う して, 二つめ, 小経営と資本制的経営どの, 歴史的限界のうえに, 次の

定式が与えられる。,

「資本制的生産様式から生まれて来る資本制的取得法則は, したがって資本制的私的所有

は, 個人的な, 自分の労働にもとづ く私的所有の第一の否定であるレ しかし, 資本制的生産

は一つの自然過程の必然性を もってそれ自身の否定を生みだす。 それは否定の否定である。

この否定は, 私的所有を再現するのではないが, まさに, 資本制的時代の獲得物の, すなわ

ち協業と, 土地と労働そのものによって生産される生産手段との共同占有との, 基礎の上に

個人的な所有を再建する。

諸個人の自己労働にもとづく分散的な私的所有から資本制的私的所有への転化は, もちろ

ん, 事実上すでに社会的生産経営にもとづt てヽいる資本制的所有から社会的所有への転化に

比べれば, はるかに長 く きび し く 困難な過程である。 前の場合には少数の横領者による民衆

の収奪が行なわれたのであるが, 後の場合には民衆による少数の横領者の収奪が行なわれる

のである。」

第一の否定は, 資本制的私有をつ く りだすのだから, 一見, 私的所有は継続 して, ただそ

の個人的な点, 自己労働にも とづ く点だけが否定されるように見える。 しかし, そ うではな

い。「自分の労働にも とづ く個人的な私有」 のすべてが, すなわち私有もまた, 否定 されるの

である。 さ もな卜と, 否定の否定において, 私有の再現が語られるはずがない。 所有は, こ

こでも, 生産様式の社会的存在条件を成すものと して, 生産様式から不可分な契機と して,

呈示されてt るヽのである。 所有の否定の基礎には, 生産様式の否定がある。 それゆえ, 否定

の否定の起動因と して, 資本制的生産が挙げられているのである。

第一の否定が, 自分の労働にもとづく私有の全的な否定であるならば, 否定の否定も, 資

本制的取得法則と私的所有の全的な否定でなければならない。 資本制的所有は資本制的生産

様式から生まれ, 後者を基礎づけるものであった。 否定の否定によって形成されるべき新し

い所有もまた, 新しい生産様式の概念から措定されねばならない。 新し卜生産は, 社会的生

産の発展を資本制時代の獲得物と して受け継ぐ。 それが, 協業以下と して表現される。 その

さい, 「労働そのものによって生産される生産手段」 は, この場合, 「共同的に しか使用されえ

ない労働手段」 が基本である。 すなわち, 協業と生産手段の 「共同占有」 とは, 密接に結び

つくのである。 それはまさに, 小経営における生産手段の分散と協業の排除とに正反対の形で

対応する。社会的生産の発展は, まず, この面で把握され, それが, 「個人的所有」 に対応するの

である。 しかしながら, 社会的生産の発展は, 協業だけではない。 それを基礎 と して形成さ

れる社会的生産経営そのものに, それは示されねばならない。「社会的生産経営」 とは, 資本

主義的生産において 「事実上すでに」 そ うである とい う一句から判るよ うに, 社会的生産へ

の各経営の参加にほかならない。 したがって, 広汎な, その本質においては全世界的な, 社

会的分業 ・各経営の有機的な結合が想起されねばならな卜。づこの面に対応するのが, 「社会的
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所有」 すなわち社会による全生産手段の, ならびにそれにも とづ く全社会的生産の掌握であ

る。 大規模な生産手段の充用を物質的基礎とする協業によって成 り立つ各生産単位と各生産

単位の有機的結合から成る社会的生産, これが生産様式の基本を構成すると思われる? 各個
人は, 同時に所有者でもある労働者と して, この両者に自覚的に参加しなければならない。

所有は, ここでも, 社会的生産への, したがって生産手段にたいする, 各個人の関係以外の

ものではありえないr各個人は, 同一生産単位の協業への自覚的参加をつうじて, 社会的生
産を組織してゆかねばならない。「協業, ならびに土地と生産手段との共同占有を基礎とする,

個人的所有」 とは, 「社会的生産経営」 ]フラツ ス語版では 「集合的生産様式い への, 各個人の,

労働と所有との同一性にも とづいた, この参加のしかたを, 示 していると思われる。

この所有形態を先行する形態と対比すると き, それは 「否定の否定」 と して現れるのであ

る。 資本制的所有によって全的に否定された, 最初の所有は, 「自分の労働によって得られた,

個々独立の労働個人とその労働諸条件との癒合にもとづく私的所有」・であった。 この所有の

本質は, 「私的」 にあるのではな く , 労働個人とその客体的条件との 「癒合」 すなわち生産過

程での合生にある。 それゆえそれは, 個人的所有である。 ただ, この個人的所有は, 個人の

分散と, この癒合が 「本源的」 換言すれば自然生的であること とによって, 特徴づけられる。

否定の否定によって再び現れるのは, 否定された所有のこの本質である。 ただ しこの場合は,

社会的生産は集合的であ り, 各個人はその自由な意志にも とづいて生産手段を掌握する。

いまひとつ, 「否定の否定」 を明確に把握するために, 次の文が与え られるだろ う。

「労働者と労働条件との本源的統一には (労働者自身が客体的な労働条件に属している奴

隷関係を別とすれば) 二つの主要形態がある。 すなわち, アジア的共同体 ( 自然発生的共産

主義) と, あれこれの形態での小さな家族農業 (それには家庭工業が結びついている) とが

それである。 この両形態は小児形態であって, 両方と も, 労働を社会的労働と して発展させ

社会的労働の生産力を発展させるには適 していない。-それだからこそ, 労働と所有 ( これは

生産条件の所有を意味する) との分離, 切断, 対立の必然性があるのである。 この切断の極

端な形態, といってもそれによって同時に社会的労働の生産力が最も強力に発展させられる

形態は, 資本の形態である。 資本が創造する物質的な基礎のうえで, そ して この創造の過程

で労働者階級および全社会が経験する諸革命によって, はじめて本源的統一は再び回復され

労働と所有との結合 ・分離を基軸にして, 壮大なスケールで 「否定の否定」 が語られてい

る。 そこでは再び, 第二の否定は, 第一の否定によって否定されたものの回復 ・再現である。

個人的所有が, 労働と所有との統一そのもので あること, 明らかである。 はじめは, 自然生

的な, おわ。りは自覚的な そ して両者をへだつ深淵こそ, 資本制的分離なのである。 ただ し

そこでは, は じめの小児状態は克服され, 社会の生産力を極端に発達させて, 次の統一の準

備が行なわれるのであるが。 こ う して, マルクスの 「否定の否定:」 は, 本源的蓄積論の結び

と して, 人類史を 3大段階に分つ理論なのである。

(199 マルクス 『資本論』 第 1巻, 国民文庫② P.46.

叫 平田清明氏は, 前掲書五のIIIの「C蓄積法則と市民法」と「D現罪と しての原罪」において, 本源的蓄積

論が一面で所有= 支配論であ り, それゆえブルジ ョア的所有論批判であるこ とを, え ぐ りだ している。

剛 「本源的蓄積の歴史は, 資本家的な生産の仕方の誕生一 従って封建的な生産の死去- の歴史であ

り, 一般的にいえば, 旧き生産方法の崩壊な らびに新たなる生産方法の成立の歴史である。 だから 『本

源的蓄積の秘密』 は革命の秘密である。 ところがかかる革命一 従来の社会的生産方法を推しのけて新

,たなる社会的生産方法が生まれ出るとい うこ とー は, その助産婦と して, いつも強力を必要とする。
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如 「『第一の否定』 によって否定される 『自分の労働にもとづく個人的な私有』 は, たんに 『労働者が自

分の取 り扱う労働条件の自由な所有者である場合』( 自由な小土地所有) にのみ解消されてはならないだ

けでな く , 私有段階における小経営的所有 (小経営的私有) と等号によってむすばれるはずもないので

ある。」

福富正実 『共同体論争と所有の原理』, 未来社, 1972年第3刷√P.36。

卿 マルクス 『資本論』, 国民文庫④ P.395。

この文で, マルクスは第25章が24章の反照であることを示す。

叫 「個々の各社会成員も, 個々の企業における共同労働への参加によって, 社会全体の規模で存在して

いる経済関係の体系に引き入れられる。 このような観点からみると, 個々の各社会成員は, 社会的な意

味で二つに分裂させられる。」

シ ュク レ ドフ 『社会主義的所有の基本問題』 岡稔 ・西村可明訳, 御茶の水書房, 1973年, P. 76.

「社会主義的に社会化された労働」 のすなわち共同的労働の体制のもとで, その単位組織と して個

人が直接, 共同労働に参加する企業を挙げていること 自体は, 鋭い問題提起である。 しかし, シュクレ

ドフが 「企業における共同労働への参加によって, 社会全体の経済体系に引き入れられる」 というのは,

共同労働体の特徴づけと しては正しく ない。 なぜなら, それでは, 企業間の結合様式がふれられていな

いからである。 実際, かれは一種の商品交換関係を想定しているのである。

倒 「自己労働にもとづく私的所有」 においても, 「資本制的私的所有」 においてもまたそ うである。 生産

関係の本質を規定するものと しては, 所有はそれ以外ではあ りえないのである。「否定の否定」 で再建さ

れる 「個人的所有」 を消費財の所有とみなすのは見当はずれなのである。

平田清明氏は, 前掲書において, 「否定の否定」 によって形成される所有を次のよ うに述べる。「こ こに

資本家的所有の転化と しての社会的所有とは, 資本のもとで 『協業』 を形成し全生産手段の『共同占有』

者たる労働諸個体が, 彼らのおかれた私的競争関係に打ち勝つ 『連合による革命的連帯』 によって, 資

本家的私的所有を廃絶し, 資本家時代にすでに事実上成立している 『集合的生産様式』 を真に個体的に

して共同的な生産様式と して確立 し, 同時に, この生産様式に照応 した個体的に して共同的な生産= お

よび交通諸関係を, したがってまた真に人間的な享受関係を, 確立すること, つまり, 真に社会的な協

同体を創出し, 人格的依存関係および物象的依存関係によって段階的に規定された人類前史の超克たる

にふさわしい 『自由人の連合体』 を地上のものにするこ とにほかならない。」, P.479。

私は, 「資本のもとで全生産手段の共同占有者」 という点を除いて, および, 「人格的・物象的依存関係」

以下に, 本論文の5で展開する趣旨を含めて, 二れに同意する。

(26) マルクス 『剰余価値学説史J III PP.547̃ 8.

林直道氏も, この文を人類史の三段階区分論とするのであるが, それは次のよ うである。

「ここでは人類史は, (1) 『労働と労働手段との本源的統一』 一 (2) 『労働と所有の分離・切断・対立』

, = 階級対立の社会一 (3) 『労働と (所有との一 引用者) 本源的統一の再回復』 = 社会主義 ・共産主義,

という 3つの大段階に総括されている。 ……ここでもっと も重要な点は, この人類史の三段階のなかで,

資本主義は第二段階 ・階級社会のなかの, 最後の形態, すなわち労働と所有の分離 ・対立の 『極端な形

態J, 『同時に社会的労働の生産力が最強力に発展させ られる形態』 と して位置づけられるこ とである。」

林直道 『史的唯物論と所有理論』, 大月書店1974年, P. 208.

林氏の主張は, 労働と所有の分離= 階級対立の社会(すなわち資本主義だけでなく)と設定し, したがって無階

級社会→階級社会→無階級社会の三大段階なのである。マルクスのこの文で, 林氏の主張に根拠を与えるのは,

「極端な」 という一語だけである。 文意からは, と うてい, そのよ うな区分は不可能である。 すなわち,

①奴隷関係は, 第一段階, 本源的結合の一つとされているのである。 そ うでないと, そこで 「別とする」
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だから 『本源的蓄積の秘密』 はまた強力の秘密である。」

河上肇 『資本論入門』, 青木文庫, 1965年第3版, P. 1060.

この河上の文は, 本源的蓄積がある生産様式から他のそれへの単なる転化ではな く , 根本的に正反対の

生産様式への, 世界史的な, 転化であるとい うこ と さえつけ加えれば, 暴力的要因の措定を完全に説明

し て い る。
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`5 歴 史 的生産 様 式 と しての, 商 品生 産 と 資本 制生産 世 界史 の 3段 階把握

本源的蓄積の高峻な峰に立つと き, 諸種の生産様式は, 労働と所有との, すなわち労働者

とその客体的労働条件との, 結合如何によって, 3大発展段階に区分される もののように見

渡された。 と ころが, マルクスには, 商品生産を基準とする, 社会的生産のも う一つの区分

論がある。 それは, 『要綱』 のなかの次の文に, も っ と もはっ き り示される。

「人格的依存関係 (最初はまった く 自然生的な) は第一の社会諸形態であ り, そこでは人

間の生産性はごく小範囲でまた孤立 した地点でだけ発展する。 物的依存のうえにきづかれた

人格的独立は第二の大きな形態であ り, そのなかではじめて, 一般的な社会の物質代謝, 普

遍的な諸関連, 全面的な欲邱, 普遍的な力能といった体制が発展する。個人の普遍的な発展
とかれらの共有的 ・社会的な生産性を諸個人の社会的力能と して従属させるこ と とのうえに

きづかれた自由な個性凪 第三の段階である。第二段階は第三の条件をつくりだすご
この文は, 商品 ・貨幣の分析から, つま りそれらが, 独立 した人格それゆえ直接には相互

に無関係な人格であ力ながら, 他方でその生産= 生活においては一般的に相互に依存しあ う

諸個人から社会がしたがってその再生産がになわれている場合に, 不可避的にそ う した個人相

互の依存関係をになづ物と しての役割を演ずるといダことの, 商品・貨幣は社会的連関を現出

させる物であるという七との解明から, 設けられたものである。この普遍的な, 人格的関係= 物的

関連から成る社会を, マルクスは第二段階にと りだすのである。 この社会を商品生産社会と

呼んでいいだろ う。 近代市民社会 (あるいは市民社会, 近代社会) は, まずこの側面で, 『資

本論』 で卜えば第 1篇の次元で, 把握され, それが, 他の社会すなわち他の人間関係= 生産

関係の総体と比較されている。 ここでもまた, 第二段階の社会に対比されたと き, 第一段階

の諸社会形態が, その差別点を捨象されて, 共通性においてと らえられているごと, 明らか

であ る。 し

このよ うな 3段階把握ぱ 『資本論』 において消滅したのではな く , 受げ継がれている。 商

品の分析は, 商品を生産する労働の特有な社会的性格を解明し, そ してそれによって商品生

産者め社会を社会的生産有機体の特殊な種類と して解明するものであった。 あの 「商品の物

神性」 の, ロビンソンに始まる社会的労働の存在形態の対比は, その一つの集約である。 こ

の対比は, 資本制的生産と他との対比がそ うであったよ うに, 同時に歴史的である。「この歴

史的に規定された社会的生産様式, 商品生産? という一句, あるいは次の文でそれは示され
よう。「労働生産物の価値形態は, ブルジ ョ ア的生産様式のもっ と も抽象的な, しか しまたも

っと も一般的な形態であって, これによって この生産様式は, 社会的生産の特殊な一種類と

しで, したがってまた同時に歴史的に, 特徴づけられるのである。?この「ブルジョア的生産
様式」 は正確には商品生産そのものを指すのではない6 この文は, それが商品生産によって

歴史的に特徴づけられるとい うこ とである。 この特徴づけによ れば, 「かの古い社会的生産有

機体は, ‥j…他の人間との自然的種属関係からまだ離れていない個人的人間の未成熟か, ま

たは直接的な支配隷属関係かを基礎とする ものである。 このよ うな生産有機体は, 労働の生

産力の低い発展段階によって制約されてお り, またこれに対応して, かれらの物質的な生活
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はずがない。 ② 「分離」 の 「必然性」 は, 労働の生産力を発展させるためである。 とすれば, 資本主義

以外の階級社会はそのための手段た り うるだろ うか。 奴隷制にしろ, 農奴制に しろ, それらが無階級社

> 会から形成されて く るものであるならば, そり ことは, 労働の生産力の発達の結果ではあ りえても, 原

因y手段ではあ りえないのである。 ③なによ りも, マルクスが 「労働と所有 との分離」 をい うと きは,

その表象は資本主義以外にあ りえないのである。 文中でも, 奴隷制がそ うでないこ とは明白である。



生産過程のなかでの人間のに したがってかれら相互間および対自然の, 局限された諸関係に

よって, 制約されている。ツこの文は, 先に引用した『要綱』の文と照応するものである。「第
一段階」 は 「古い生産有機体」 であ り, 「T人格的依存関係」 は種族的人間関係と 「支配従属関

係」 と をふ く み, 労働の生産力の発展は低 く 社会はそれに よって制約される。 そ してま

た, 商品生産 と しての特徴づけに よって, その彼岸に 「共同の生産手段で労働 しかれらの

多く の個人的労働力を 自分で意識して一つの社会的労働力と して支出する自由な人々の結合

体ツが想定されるのである。 ‥
さて, マルクスの二つの, 生産様式 とそれに照応 した社会形態の歴史的段階区分はどのよ

うな関係にあるのか。 本源的蓄積を境界としては, 労働と所有との本源的結合一 ブ労働と所

有との分離- づ列動と所有との自覚的統一と示された。 商品生産によっては, 人格的依存関
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前者は直接生産者とかれの生産手段と の関係であるが, それぱ当然, いままで示 して きたよ

うに, 社会的生産の一定の組織にもとづいている。 他方, 後者は, 社会的生産の組織形態で

あるが, これもまた当然, 労働手段の一定の所有を前提 している。 したがって, マルクスに

よる 2つの区分論は, その方法のうえでは重な り合わねばならないものである。「否定の否定」

における第 1段階, 「自己労働にもとづ く私有」 は, 既に述べたように, 本質的には 「自己労

働にも とづ く所有」 であ り, 労働と所有 との本源的結合であった。 またそ う見る と きは七Tめ

て, 「第一の否定」 は, 単に小経営のみな らず, 歴史の地平線を も, 望み得るものであった。

したがって, この, 資本制的生産によ って区切られる第 1段階は, 人格的依存関係に よる社

会的生産組織全体すなわち商品生産区分による第 1段階を包括する。 問題は, 前者の最高段 `

階を示す小経営すなわち 「自己労働に も とづ く私有」 そのものが, 後者にふく まれ右かであ

る。 逆にいえば, 小経営が, 商品生産者の社会と して基本的に特徴づけられるかである○。‘

対象は, さ らに厳密には, 本源的蓄積期の, 資本にとって収奪の対象となった, 小経営にヰ

限定されるべきであろ う。 けだ し, 「自営農民の自由な所有は, 明らかに, 小経営のための土……

地所有のもっとも正常な形態である。でのだから。またそこでは, 「土地所有は・, 人格的独立性
の発展の基礎をなしている。ツのだから。七かし, マルクスは,。まきにかれら独立自営農民あ
るいは分割地農民を, 基本的には商品生産者と, 規定 していないのである。 歴史的事実がど

うであっても, 資本にとっての収奪の対象は, 理論的には, 既に商品生産者である必要は全

然ない。「自己労働にも とづく 私有」 は, 商品生産と商品流通とにもとづ く取得または私有の

法則ではないのである。 前者は生産手段の所有である。 後者は労働生産物にたいする所有な

のであって, しかも, 「この根本法則は純粋な仮構である。 それは商品流通の外観から発生す

る。ツ両者は全然異なる生産様式に属するのである。今一つ, 狂由な小農民経営はまた, なん
らかの形で共同体的関係によって補完 されているのであ り, その補完は小経営が存続 してゆ

く ための不可欠の条件をな しているのである。 マルクスは, 農村の賃金労働者が零細地を保

有 しているだけでな く共同地の用益権を もっているこ とで, かれを小農民と して認め, また

実に18世紀さ らに19世紀の前半においてすらイギ リスで共同地の囲い込みが本源的蓄積に果

した役割を強調 しているのである。 こう して, 小経営は, その最高の発展にある ものまでも

ふく め, 自己労働にもとづく所有であ ると と もに, どんな小さなもの七はあっても労働め社

会的組織を人格的依存関係にも とづいて構成 しているのである。 マルクスの, 生産様式と所

有の二種類の段階区分は, その第 1段階において, ぴった り垂な り合 う。 必然的に第2段階

において も。 ブ ご

資本制的生産は商品生産の一種であ るだけではない。 それは商品生産そのものである。 資

人格的独立と物的依存一 独立した人格の自覚的結合となるム



本制的生産の基礎は商品生産である。 だが他方では, 資本の再生産過程の分析が示すこ とで

あるが, 普遍的な社会的生産と して商品生産は資本の形成物である。 両者のこの関連は現実

的であると と もに歴史的である。 マルクスの方法は次の文に集約的に示されよ う。

「われわれは資本制的生産の基礎およびその前提と しての商品から……出発する。 資本制

的生産よ り前には……生産物の大部分は, 流通のなかにはいらないし, 市場に投ぜられない

し, 商品と しては生産されないし, 商品にはならない。 他方, その場合には, 生産にはいる

生産物の大部分が商品ではな く , また商品と してはその過程にはいらない。 生産物の商品へ

の転化は, ただ個々の点でだけ起こ り, ただ生産物の超過分な どにだけかかお りがあるか,

それと も, た だ生産の個 々の部面な どにだけかかお りがあるにす ぎない。一・…・それにもかか

わらず, 生産物の商品への発展, 一定の範囲内での商品流通, したがってまた貨幣流通, し

たがってまたある程度まで発展した取引は, 資本形成と資本制的生産との前提であ り, 出発

点である。 こ のよ うな前提と して, われわれは商品を取 り扱 うが, それは, われわれが資本

制的生産の最 も単純な要素と してのそれから出発するということによってである。 だが, 他

方では, 資本制的生産の生産物, その結果が, 商品である。 それの要素として現われるもの

が, のちには, それ自身の生産物と して現れるのである。 資本制的生産の基礎のうえではじ

めて, 商品であることが生産物の一般的な形態となる。? ‥
商品は, あ く まで, 資本制生産の基礎であ り前提であ り, それゆえ出発点なのである。 そ

れゆえ, 商品は資本に先立ち, それを前提せずに解明されるが, そのと き措定される商品生

産者の社会一 商品生産にもとづく社会的有機体- は, 普遍的に私的労働から構成される

社会的生産有機体と しては, 資本の産物に他ならない。 そ して, 商品生産社会を歴史的に特

徴づけるものこそ, この直接には独立した人格の私的関係から形成される普遍的な社会的連

関に, この連関の一般性に, ほかならない。 それゆえまさに, 普遍的な, 物的依存のうえに

形成された人格的独立性の社会は, ぴった りと, 資本制生産にもとづく社会に重な り合うの

である。 この意味でド ブルジョア的生産様式は, 一般的な商品生産と して, 資本によっては

じめて成立しえたかぎり, 資本制生産様式以外の形態を内包しえないのであ り, またブルジ

ョア社会も, ブルジ ョア的生産様式のもとでの生産諸関係の総体から, その経済的構造を形

成されるものとして, 資本制的社会と重なり合わざるをえないのである「
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ス経済学 1 社会認識 と歴史理論』 日本評論社, 昭和49年, 第4章共同体 ・市民社会 ・社会主義)

それは, 氏の 「市民社会」 概念にもとづく ものだとはいえ, マルクスにあっては, 「市民社会」 は全面

的な物的依存によってその社会的性格を表現せねばならぬ一般的な私的= 商品生産者の社会なのであ り,

私的個人がな く なった段階で 「市民社会」 があ りえよ うはずがない。 もとよ り, ブルジ ョ ア経済の未発

達な要素が旧社会に存続したように, その未だ死滅していない要素が 「社会主義」 に残ることはあ りう

る。 とはいえ, それは過去の遺物と してであ り, 社会関係の一部ではあ りえても, 社会の本質を規定す

る要素ではあ りえない。

幼 マルクス, 『要綱』, 第1分冊, P.79.

叫 マルクス, 『資本論』,①, P. 136.

叫 同, ①, P. 144.

叫 同, ①, PP. 141- 2。

剛 同, ①, P. 140.

剛匈) 同, 第3巻, ⑥, P.317.

叫 - ルクス, 『剰余価値学説史』, III, P.490.

叫 同, m, P. 142.

叫 望月清司氏は, 「社会主義」 にたいし 「市民社会的共同体」 という接近視角を呈示する。 ( 『講座マルク


