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『資本論』における両者の関係商品生産と資本

Co・mmodity production and capital

The relation between大them iり Marx’s ¨Capital”

価値と資本は近代経済の運動を規定しているもっ とも基底的な要因であ り, した力≒ てそ

れらを どう把握するかが経済学の基本的性格を決定する。 価値概念の如何によって, 労働価

値説, 限界効用価値説, 価値概念なしの価値説, さ らにまたさまざまの折衷学説は分かたれ

る。 ひと りマルクスはその資本概念によって他と区別される。 彼以外はすべて, 価値を本と

し, 資本をその一形態または一要因と して, ただ しそれに付す意義は論者によ り異なるとは

いえ, とらえるのにたいし, 彼は, 『資本論』 という書名にまた次の文に示されるように, 資

本を 「近代社会の経済的運動法則」 の根源と と らえるのである。 すなわち, 「資本はブルジョ

ア社会のいっさいを支配する経済力である。それは, 出発点となり, また終結点とならねば
ならない9』資本に与えるこの意義づけこそ, それゆえ資本によって社会の生産様式とその上

に立つ経済的社会構成体を特徴づける命題こそ, 近代社会にたいする彼の批判的追求の到達

点であ り, 逆に近代社会を歴史の中に位置づけるこ とを可能にしたものである。

以下, 『要綱』 と略すー も同様) において, この命題が,『資本論』( 『経済学批判要綱』

Toshihide K6DA

序1

基本的に, すなわち直接的生産過程に即して, 証明されるのが資本蓄積論の第一段, 資本の

再生産の分析, においてである。 資本の運動を連続した流れのなかで考察すれば, 資本にと

ってはじめは前提 ・条件と して現れたものが, 資本運動の結果, その生産物と して現れる。

それによって, 他者への依存とX, うヽ, 論理の最初に存在した前提は仮象であることがわかり,

資本は自立性を獲得する。 すなわち, 以下の文に示されるように。「資本はもはや前提から出

発して生成するのではなく’資本自身が菩提とな゙S)ており’自身から出発じ二)9その維持と
出発のための前提そのものをつく りだす9」おな じ く , 「資本がはじめて登場したときには, 前

提それ自身は, 外的に流通から出てきて, 資本の発生のための外部的諸前提と して現れた。

それゆえ資本の内的本質から生じたものでな く , またそこからは説明のつかぬものであった。

この外的な諸前提は, いまや資本それ自体の運動の契機と して現れ, その結果資本自身が,

それらを一 歴史りにぽどんなふうにして発生しようとも一 資本に固有の契機として前提
するようにな っているJ 資本がブルジョア社会を支配する経済力であることは, マルクスに

あっては所与の前提, 証明を必要としない自明の命題ではなく, 論理展開によって, 分析の

進行による諸範鴫の編成によって, 証明されてゆく のである。 上の両文に見るように, 資本
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することができないのは, 同時に寄本を歴史的に一時的な・相対的な, 絶対的ではない生産
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こそ自立した運動の主体であるがゆえに, いっさいを支配する経済力なのである。なぜなら,

すべての経済的範晴が近代社会では資本の前提 ・条件と して存在するのであ り, したがって

資本によって形成されるものだからである。 資本以外の範晴は, 資本主義的生産様式のもと

では, 一方においてそれ独自の物質的ないし社会的性質を有してはいるが, 他方で資本によ

って規定されるものと して, 自立性を もちえないのである。 もと よ り, それらの範晴は直接

的生産過程の分析段階では前提と して置かれるだけで結果と して証明されないものもある。

たとえば信用制度, 国家, 世界市場等 。々 むしろその段階で証明されるものは, 直接的生産

過程それ自体における資本の内的要素たる, 価値, 商品としての労働力, ならびに物質的生

産力穿構造, に限られるであろう。資本と物質的生産力との関係は独自に追求すべき課題で
ある。 資本と労働力商品との関係は資本そのものの内容であ り, 先に引用した意義を資本に

与える基本である。 すなわち, 「経済学者たちは資本を関係と して把握しない。 かれらがそ う

形態と して把握しないからである9』 とはいえ, この関係は価値を, 商品を前提する。

それゆえ, 他の一切の関係を捨象したところでは, 資本と価値, 商品との関係は二重, す

なわち資本による価値の規定とその逆 と, である。 マルクスは 『要綱』 において, それを次

のように表現する。「理論においては, 価値の概念が資本の概念に先行しはするが, 他方その

純粋な展開のため僑は, ふたたび資本を基礎とした生産蝉式を想定するとすれば, 同じこと
は実際にも生ずるi 同時にこの両者の関係は, 資本の本性を解明してゆく論理展開の順序,

上向法とかかおる問題である。 資本による価値の規定は資本の再生産の分析においてばじめ

て措定される。 それ以前の, 事実においては資本を前提するが論理的にはそれに先行してい

るところの価値, 商品は, 資本とどのような関係に立つものと してとらえるべきであるか。

この問題牒, 引用文に示されているよ うに, 同時に, 現実的な, すなわち歴史的な, もので

もある。 引用文に, 論理と歴史との照応がはっき りと認められている。 ただしその照応は,

単純なものから複雑なものへの論理展開と現実の歴史との直線的な照応ではないが。

2 単 純 な 商 品

マルクスにあっては, 商品生産と流通とは, その全体的性格という視角からすれば, 部分

的なものと全面的 ・一般的なものに大別される。 後者は資本主義的生産においてはじめて成

立するものであることは, 彼の強調するところである。 とはいえ, 『資本論』 第 1編において

は, 資本を規定する価値 ・商品から出発するというこ とから, 資本による規定性は捨象され

る。『資本論』 冒頭の商品は 「資本主義的生産様式が支配的におこなわれる社会の富」 の 「元

素形態」 であ り, したがってその生産様式の構成要素, そのもっと も抽象的なそ してもっと

も基礎的な範躊である。 商品はあく までこの生産様式から抽象されたものであ り, そのさい

2

(1) マルクス, 『経済学批判要綱』, 高木幸二郎監訳, 第一分冊大月書店, 昭和40年第 3刷, R29, 以下 『要

綱』 と略す。

(2) マルクス, 同第 3分冊R396

(3) 同, 同第 2分冊R385

(4) 資本の再生産自身は, 労働の形式的包摂にもとづくだけで可能であ り, 蓄積と競争のなかで資本自身

がつ く りだす現実的変化と, さ らにそれへの資本の対応とい う, 動的過程はふ く まない。

(5) マルクス, 「剰余価値学説史」 第 3分冊マルクス ・エ ングルス全集第26巻 大月書店, 昭和45年第 1刷,

R 358

(6) マルクス, r要綱』 第 2分冊R172



「理論的方法にあっ石もまた, 主体が, 社会が, 前提としてつねに表象に思いうかべられて
いなければならないqj それは, 資本による規定性は抽象されているとはいえ, 事実と しては

資本から離れて存在しているわけではない。 しかし, この事実は, 論理のこの段階では 「表

象」 であって証明されてはいない。 それは抽象化された範聊の母体を確認するため, 前提と

して措定されているのである○

他方, この抽象的な範晴は具体的な表象のすべてを含むのではないのだから, 事実と して

の表象から離れて存在しうる。「交換価値は, すでにあたえられてじヽ る具体的な, 生きている

全体の, 抽象的・一面的な関係としてのほかはけっして実費するはずがない. 反対に, 範躊8) ●. ‥ . _ . ‥ . . _
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当然のことであろ う9』 しかし, 資本主義的生産様式の要素と しての商品は, 資本によっては

じめて一般的なものに, 完全なものになれるのだから, いかに資本による規定性を捨象され

ているとはいえ, そのような前提をもたない歴史上の商品と, まった く 同一であ りうるだろ

うか。 この問題は, マルクスによる商品生産 ・流通の二大別/ すなわち資本主義的生産にお

けるそれと, 資本主義以前のそれとの区別, を商品自体の, 『資本論』 第 1編の, 論理に即し

て展開することによって解かねばならない。

なによりもまず, 『資本論』 第 1編では, 分析は商品から出発するのであるが, それは資本

主義的生産の社会では富が 「一つの巨大な商品集合」 と して現れるからである。 すなわち,

個々の商品は既に規定されているのである。 資本主義的生産様式と商品生産 ・流通との間に,

この 「一つの巨大な商品集合」 が存在する。 資本による規定性は捨象されても, 後者は残る。

第 1章の分析は, この規定された商品から出発して, 全体と しての商品集合の性質を解明し

てゆ く過程以外の何者でもない, といえるだろ う。 商品の二要因を分析してそれをつ く りだ

す労働の二重性をえる。 規定された社会の富の現象形態と しての商品から労働すなわち生産

の過程に下降する。『資本論』 第 1章第 1節, 第 2節の展開は, 既にマルクスの方法の特徴を

はっき りと示している。 すべての人が賛否は別として認めるように, 現象形態から本質すな

わち現象の形成者たる実体への下降である。

使用価値も, 社会の具体的有用労働全体り中に位置づけられる。 個々の商品の使用価値そ

れ自身を とってみた場合にはそんな位置づけはけっ して与えられない。 使用価値は一つの具

体的有用労働の産物ではあっても, 直接には他の労働との関連は有しないのだから。 それゆ

え, 使用価値から具体的有用労働の総体への展開は使用価値の自己発展と しておこなわれる

のではなく , 何かに規定されて起こ りうる。 その規定者こそ, 「一つの巨大な商品集合」 すな

わち個々の商品の全体の中への位置づけである。 交換価値から抽象的人間労働への展開もま

た, 個々め商品が一つの商品集合の一分子であることを前提している。 いかにもマルクスは,

交換価値からその実体と しての抽象的人間労働を分析抽出することが交換価値それ自体に内

在する論理によって, いわゆる蒸留法によって, 必然的に導かれるもののように描いている。

この方法については, ベーム ・バg ルクの批判と ヒルファ蝸 ングの反批判 とが今も古典的

意義をもっているといえよう。十

ベームはマルクスの蒸留法を次のように批判する。 まず, 「交換価値の基礎に横たわる共通

の要素を探求するにあたって, 労働生産物でない交換財貨を排除するというのは, 方法上の

それはあたかも, つぼの中に白球だけを入れておいて, つぼの

3

と しては, 交換価値はノアの洪水以前の定在を もっている9』’資本主義的生産から抽象された

商品も, 歴史上資本を全然前提せずに成立している単純な商品も, この抽象のかぎりでは共

通性をもち うる。「………商品が, こ う した抽象的 ・一般的な性格をもつ 『論理上の単純商品』

であるとすれば、 それにう いての規定や法則が 『歴史上の単純商品』 にもあてはまることは
(9) -、 ‥ . ‥ … … .. _ . ‥ . . - 、._ . し ‥



での財貨の, 社会的側面であるが, これに反 して, 商品の自然的側面すなわち使用価値は,
‥ ‥ ‥ ‥ ‥ . … … … ㈲ ¥ ¥ ‥
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中から得られるものは白球だというのと同じである, と彼はいう。 さらに彼は続ける。 仮に

労働生産物という属性をもつ財貨だけを天秤にかけることを認めたと しても, その先に重大

な論理的誤 りがふ く まれている。 共通な属性と して残るものはそれだけではない。「商品の使

用価値があらわれる特殊な形態, つま り商品が衣食住などのいずれに役立つかは, もちろん

捨象されるが, しふし使用価値そりものまではけっして捨象されないごさらにまた共通な属
性と して, 「交換し うるすべての財貨には, 需要と く らべて稀少であるというような属性もま

た残ってはいないだろ うか? あるいは需要と供給の対象だという属性は? も し く は占有され

ているという属性は? または自然生産物だという属性は? あるいはまた, 交換し うる財貨には

その生産者に費用をかけたという属性も共通ではないのか?y共通属性の抽象的・人間的労
働への還元とい う方法を もっ てすれば, 「労働に栄冠を さずける結果を もたら したそのおな じ

推論方法を もって, 彼は, 使用価値が唯一の残された属性であ り, したがって探求された共

通の属性であると宣言し, 価値を『使用価値の細胞組織』だと説明したことだろうご
これに対 して ヒルファディ ングは次のよ うに反批判する。「諸商品の物的な相互関係は, 必

然的にこれらの所有者の人格的関係の表現となるのである。 彼らはしかし, 商品所有者と し

て, “ 定の生産関係の担い手である。 すなわち, 私的 『労働』 をおこなう, 相互に独立的な,

そ して平等な生産者である。 ……私有制と分業とによってその原子にまで分解されている社

会の社会的連関は, 生産物の交換によって樹立されるのである。 かく して, 商品といケのは

経済的表現である。 ……したがって経済学の対象は, 商品の, 社会的連関の表象たるかぎり

が試みた抽象の過程は, ベームが考えているよ うに, 使用価値を除外する抽象の行程とおな

じでないばかりか, 実際にはそれの正反対物であるごなぜなら, 価値の社会性にたいして,
使用価値は物と人間との個人的関係なのだから。

ベームと ヒルフ ァディ ングとは, 抽象のしかたがまった く異なっている。 ベームは, 交換

価値を もつ物すべて (それを彼は 「財貨」 と呼ぶ) に共通な属性を と りあげるこ とを まず主

張し, さ らに交換における共通性をそれ自体と して考察すべきことを主張する。 抽象は交換

という行為それ自体に即 してなさるべきだ, とい うわけである。 ヒル ファディソダがいう よ

うに, まこ とに非歴史的, 非社会的である。 それにたい して, ヒ ルファディ ングは, 交換と

いうことが人間にと ってもつ意義一 その社会性- を強調する。 彼は抽象に特定の方向を

与え, 特定の事実にも とづいてそれに根拠を与えるわけである。「労働が価値の原理であ り,

そ して価値法則が現実性を もつのは, 労働が, 原子にまで分解されている社会をむすびつけ

る社会的紐帯にほかならないからであって, 労働が技術的に最も重要なる事柄であるからで

はないこ ‥ 十
ヒルファデ・f ングが述べ ているように, 抽象的人間労働への還元に根拠を与えるのは, 交

換それ自体ではな く , 交換価値の担い手たる商品体に与えられた社会的意義, すなわち交換

当事者が置かれている社会的条件= 生産関係なのであ り, 逆にまたこり社会的生産関係のな

かで占める交換の位置である。 抽象の根拠は, 一に商品生産社会という前提にかかっている。

分析の出発点たる個々の商品はけっ して孤立的なもの, あるいはそれ自体で存在 しているも

の, ではないのである。

4

経済学の考察範囲外に横たわるものであるぶヒルファディ ングは, 共通する属性が社会的な

性格のもの, 特定の社会の存続にかかおるものであることを主張する。 それゆえ, 「価値をつ

く り出す労働の条件は, 労働の社会的規定であ り, あるいは社会的労働の属性である。 具体

的 ・私的労働の概念から, 抽象的 ・人間的 ・社会的労働の概念に到達するために, マルクス
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この論定はまた逆に, 出発点たる商品をも限定する。 ベームが批判するように, マルクス

は, 交換価値の実体措定にあたって, 交換されるすべての財貨から出発しているのではない。

既にそこに限定がある。・ ベームのように交換それ自体を問題にする論者にとっては, それは

ひとつの恣意的な抽象のように見えるだろ う。 た しかにマルクスにとっても, それは最初証

明されざる前提である。 しかし実際は, マルクスぱ完全に証明されたことだけから出発 ・進

行してゆく のではないのである。 ベームは, マルクスが最初, 資本主義的生産様式が支配し

ている社会, そこでの富の現象形態たる一つの巨大な商品集合から出発したこと, それゆえ

にこそ商品から出発したこと, を看過している。 したがってマノレクスは, ベームのいう よう

に財貨の一部である商品に限定しているだけではない。 商品自身, 一つの巨大な商品集合と

不可分の関係にあ り, その元素形態たるものだけに限定されているのである。 その上ではじ

めて, 価値の実体は抽象的人間労働である, と論定する抽象が成立する。 価値量の実体たる

「社会的に必要な労働時間」 の規定にそれははっき りと現れる。 すなわち, 「商品世界の諸価

値に表わされる社会の総労働力は, 無数の個別的労働力から成っているのではあるが, ここ

では一つの同じ人間的労働力とみなされる竺「一つの」 同じ労働力とみなされること, それ
が抽象的人間労働の概念展開の条件である。 そのためには 「社会の総労働力」 が特定の様式

で組織されていなければならない。 すなわち, 商品を生産する労働がその分子を成す社会と

して, 言い換えれば, 純粋な商品生産者の社会と して。 労働の二重性もまた, この土台の上

ではじめて展開し うる。「理論的方法にあっても表象が思い うかべられていなければならない」

とい うのは, 単に事実にもとづ く前提というのではな く , 上向の論理展開の制約条件なので

ある。 では, この表象を有しない商品のまたはベームのいう財貨の交換価値はどのように把

握すべきだろ うか。 ㎜■ ㎜ ■

第 1章め商品は資本主義的生産におけるそれである。 ただし資本による規定性は未だ抽象

されているが, 「一つの巨大な商品集合」 によっては規定されている。 ベームの財貨ははるか

に広い範囲を包括するが, 他方種々 の異なる性質を有する諸関係の雑多な混合物でもあるご
ここでは本来の商品, すなわち交換価値をもつ労働生産物に限定しよう。 そこで上に述べて

きた商品すなわち純粋な商品社会のそれでないとすれば, 部分的な商品生産の産物が残る。

歴史上の, または資本主義的生産の片隅に存続する, 単純な商品である。 なぜならば, すべ

ての論者が認めるように, 純粋な単純商品生産なるものは歴史上かって存在したこ とがない

のだから。 この単純商品についてけ資本論冒頭商品= 歴史上の単純商品説の古典的提唱者,

櫛田民蔵氏は次のように述べる。「最も 『発展せる具体』 と しての資本家的商品から資本性を

抽象し最後に保持せられるものは商品一般の規定と しての価値法則でなければならぬ。 併し,

資本家社会に現存する 『未発展の具体』 と し七の単純商品を直接に分析しても同じ く商品の

一般の規定としての価値法則に到達し得るごゆえに, 「資本論に於いては, 資本家的商品と共
に単純商品が分析せられて居るご櫛田氏は価値法則を商品一般の規定とみなし, ゆえに資本
論における商品論の対象もまた然 りだ, と考える。 遊部久蔵氏も同様の見解を示す。「た しか

に商品論の諸命題, 諸法則の成立は資本主義的生産の成立を前提してのみ可能であった。(中

略) これはまさに 『抽象の規定性』 を意味する。 しかし, だからといって, 商品論の内容を

なす命題や法則はこのような発展した商品生産のみに固有なものであるとはいえない。 それ

らが簡単な命題や法則であるかぎりにおいて歴史上の実在的な単純商品生産における諸関係

を も表現し うるのである。 商品論は一面では資本主義的生産からのその一般的基礎と しての

商品生産の抽象によって構成されるとともに, 他面では資本主義的生産の歴史的前提として

の未発展な商品生産の分析によっても構成されるのではないかと考えられるご遊部氏は「抽
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品と して流通にはいって く る生産物がどんな生産様式の基礎の上で生産されたと しても

象の規定性」 をい うが, それが 「簡単な命題や法則」 にどうひびくかを述べない。 その上。

「歴史上の実在的な単純商品における諸関係をも表現しうる」 ということと丿未発達な商品

生産の分析によっても構成されうる」 というこ ととは異なる事柄である。 前者は法則の,適用

であ り。 後者は法則への包含である。 歴史上の単純商品説は, この両者の混同, または論理

と歴史との照応説, から成立する。 とはいえ, 「で単純商品生産の諸関係をも表現し うる」 とい

う考えは, 先に見なように, 論理上の単純商品説も共有するところではあるが。

先に述べてきたマルクスの商品論の方法にたいする私見からすれば, 部分的な商品生産に

は, 第 1章の 1, 2節で展開されている商品の規定が, 全面的な商儡生産という前提のもと

に成 り立っている以上, 直ちにすべて妥当するといえないことは自明である。 その上, 部分

的な商品生産ぱ, それ自体で独立して存在しているのではな く , まさにそれを部分と しTCい

る社会の生産様式の中に存在しているのである。「交換は, ブルジ ョア的生産に先行するあら

ゆる段階におけるように, 交換の基盤と しての非交換に立脚したせまい範囲にとどまる…。

そこでは, 交換と商品生産とは, 一方において非交換に立脚した社会の生産様式に反作用を

及ぼすとはいえ, 後者によって規定されたものと してしか存在しえない。 それゆえ尚更, こ

の部分的な商品生産とそれから成立する交換とが, 発展した商品生産とまった く共通した法

則をもつ とはいえないであろ う。 しかし, 全体による部分への規定は, 部分が, あ く まで相

対的なものであれ, 独立した領域をもち, 独自の法則に規定されることを許さないものでは

あ りえない。 なかんず く商品流通の領域においては。

一般的な商品生産と部分的なそれとレは, けっ して全体と部分という単純な関係ではない。

第 1章 1, 2節の抽象的人間労働= 労働の二重性め規定は, 両者の最大公約数ではないので

ある。 とはいえ, 抽象はけっして具体的全体を離れられないものではない。 両者の最大公約

数は, 論理的には成立し うる。 ただ し, 一般的な商品生産における商品にあっても, 部分的

な商品生産における商品にあっても, この両者各々において, それを規定している支配的,

社会的生産様式を抽象した上でのことであるが。 労働生産物の商品形態それ自身, そ してそ

の一般的運動の場である商品流通こそ, 両者の共通性をもち うる領域である。 すなわち, 「商

原生的共同体の基礎の上であろ うと, または奴隷制生産の, または小農民的および小市民的

生産の基礎の上であろ うとー それによってこの生産物の商品と しての性格は少しも変えら

れないご生産物の商品としての性格はなによりもその二重性, さらに生産物を商品とする交
換価値= 価値形態である。 それは種々の生産様式の基礎の上に商品と成る生産物に共通であ

る。 しかし, 価値の実体が抽象的人間労働である, という性格はどうであろ うか。 価値実体

のこの規定は, 個別商品それ自体から発するのではな く , 社会的労働の規定だ, とい うこと

を想起せねばならない。 それは特定の生産様式に規定された特定の生産関係の表現なのであ

る。 それゆえ, 直接種々の生産様式に共通するとみなすことはできない。 ここでは, 商品生

産の基礎と しての生産様式は種々異なっている, とい うのが前提なのだから。

したがってこの場合, 社会的労働が商品生産と して組織されている程度に応じてしか, 価

値実体が抽象的人間労働であるという規定は展開しえない。 しかも商品は, 単一の生産様式

の上であれ, 二つ以上の混在した生産様式の上であれ, その交換価値と しての性格を, すな

わち商品相互の社会的関係を, 展開し うる。 そこで, 「交換の歴史的な広が りと深ま りとは,

商品の性質のうちに眠っている使用価値との対立を展開する。 この対立を交易のために外に

表わそ う とい う欲求は, 商品価値の独立形態にむかって突き進み, この形態が商品と貨幣と

への商品の二重化によって最終的に達成されるまでは, すこ しも休も うと しない。 それゆえ。
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労働生産物の商品への転化がおこなわれるのと同じ程度で, 商品の貨幣への転化がおこなわ

れるのであるごマルクスにおいて, 貨幣形成の必然性が如何に措定されているかは, ここで
の課題ではない。 明らかなことは, ここで, 貨幣への交換価値の発展が, 価値実体の抽象的

人間労働による規定とは直接には無関係に措定されている, とい うことである。 社会の総労

働が 「一つの同じ人間労働力」 から成っているとみなさな く とも, 単に 「種類の違った労働

生産物が実際にたがいに等置されj るだけで, 労働生産物の商品への転化がおこなわれるの

と同じ程度で, それは措定されうる。 一言でいえば, 価値形態発展の必然的産物, これが貨

幣である。 したがって, 第3章貨幣においては, 資本主義的生産, ここでは正確にいえば,

発展した一般的な商品生産を想定 した諸規定も, 資本論の対象というこ とから当然のこ とで

はあるが, 展開されている。 とはいえ, 価値尺度から世界貨幣にいたる規定自体は, 「ある程

度の商品交換の高さを前提し, 「社会的生産過程のさまざまな段階を示しているが, 「これらの

すべての形態が形成されるためには, 商品流通の比較的低度の発達で十分であるご
しかし, そのさい, 交換価値はその実体規定から独立に, それ抜きで; 展開されるヴきだ,

とい うのは論理的にも歴史的にも妥当ではない。「生産物が商業にはい り商人の手を通る範囲

は, 生産様式によって定まるご交換過程における商品の現実的関係の展開, 商品流通は, 生
産物をそこに送 りだ したその基礎から独立しているようにみえるが, その独立性は仮象にす

ぎない。 商品とい う規定は種々の生産様式に共通であ りうるが, その各々を とれば, それを

つ く りだ した生産様式から独立して存在することはできない。 商品性格のこの被規定こそ,

その実体規定なのである。 どれほど価値形態を展開しても, その基礎をなす交換比率はけっ

し七交換それ自体から生まれて来るわけではない。 それは交換にとってはあく までも前提で

ある。 単純な商品にあっては, 価値の実体は純粋には抽象的人間労働によって規定されるの

ではない, とい う事情は, しかしながら, 価値形態にとって実体規定が必要なことを否定す

るものではない。 たとえ, ある商品がその所有者にとって汗水流 して労働した結果ではな

く , 一見彼の恣意に, または交換の事情それ自体に, よって決定されるような場合でも, その

自由自体, 生産過程において償われたもの, そのような関係をつ く りだした生産の反映に他

な らないのである。 十

『資本論』 第 1編の論理展開は, 純粋な商品生産社会にだけあてはまる規定と, 広 く商品

一般にあてはまるものと, この両方をふ くむと推定できる。 このこ とはまた, 論理展開が,

最初の出発点から一義的に展開してゆ く とい うものでもな く , ま してやその展開が歴史に照

応するとい うものでもない, とい うこ とを端的に示すといえよ う。

(7) マルクス, 『要綱』 第 1分冊P23

(8) 同, 同 第 1分冊R23

(9) 岡崎栄松, 宇佐美誠次郎他編 『マルクス経済学講座』 1マルクス経済学入門, 初版第2刷, 有斐閣 昭

和38年, R20

㈲ オイゲン ・ フォン ・ ベーム= バウェルク, 「カール ・マルクスとその体系の終結」, P. M . スウィ ージー

編玉野井芳郎 ・石垣博美訳 「論争 ・ マルクス経済学」 所収法政大学出版局初版第 1刷昭和44年R96

㈲, 吻, 帥 , 同, 同, P101̃ 3 :

㈲ ル ドルフ ・ ヒルファディ ング, 「ベーム= バウェルクのマルクス批判」, 前掲 『論争 ・ マルクス経済学』

所収R159̃ 60

しかし, こ こで ヒルファディ ングは, 価値 の経済規定性を強調するあま り, 使用価値は, 経済学の考察

範囲外, とする行き過ぎをおかして しまった。 pス ドルスキイは適切にそれを批判している。 - R ・

ロス ドルスキイ 「資本論成立史 1」 時永淑他訳 法政大学出版局 昭和48年, 117̃ 8ページ。
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㈲ ヒルファディ ング, 同P.161

㈲ 同, 同R163

㈲ マルクス, 『資本論』 第 1巻第 1分冊 国民文庫第 3刷 昭和37年R74

㈲ マルクスはベームの方法を既に予期しているかのように, こ う述べている。「価値のこのような規定に

たいする異論はすべて, よ り未発展な生産関係からとってこられたものか, または, よ り具体的な経済

的規定¬ 価値がそこから抽象されているところの諸規定, したがってまた他面では価値のいっそ うの

発展ともみなされうる規定- をこの抽象的な未発展な形態における価値にたいして主張するという混

乱にみちびく ものか, そのどちらかだ9」̀ エ ングルスへの手紙1858年 4月2 日, 「マルクス= エングルス資

本論書簡(1)』 岡崎次郎訳 国民文庫第一刷, 昭和46年所収P249

㈲ 櫛田民蔵, 『櫛田民蔵全集第2巻価値と貨幣』 改造社, 昭和22年R259

匈 同, 同, R261

㈹ 遊部久蔵, 遊部久蔵他編 『資本論講座 1 ゛資本論。 の成立商品貨幣』 青木書店昭和40年再版所収, P.

196

叫 マルクス, 『要綱』 第 3分冊, R624

倒 同

叫 同, 『資本論』 国民文庫版第 1分冊, PR154̃ 5

倒 同, 同国民文庫版笥2分冊, R47 二 づ

叫 同, 同国民文庫第9分冊R187

3 商 品生 産 の歴 史 的性格一一一・一物神 性 論 の射 程

私は, 商品生産には二種類あり, 両者はある程度共通する規定をもちながらも, と りわけそ

の実体規定において異なり, 『資本論』 第 1編の規定のすべてが両者にあてはまるとはい

えない, と主張してきた。 この点は, いわゆる物神性論において明確に表われていると思わ

れる。

商品の物神性の根源は交換価値による人間の支配である。 それはまた, 社会的労働の特有

な組織形態, 直接にぱ私的労働から成 り立つその編成, したがって私的労働の社会的性格を

それ自体からではな く物の交換によって証明せねばならないとい う事情, にもとづいてぃる。

したがって, 商品の神秘的性格は, 商品の形態から発するが, 社会的労働の組織形態こそ根

源なのである。 それゆえ, 物神性の解明は, 同時に, 商品生産社会の特徴を露呈してゆく こ

とでもある。 その一結論と してマルクスは次のように述べる。「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 して, したがって同時に歴史的に,

特徴づけられてぃるのであるご価値形態が「ブルジョア的生産様式」 を歴史的に特徴づける,
とすれば, 直ちに生ずる問題は 「ブルジ ョア的生産様式」 とは何かとい う こ とである。 それ

はまた, 「歴史的に規定された生産様式, 商品生産」 とも表現される。 それが資本主義的生産

様式と同義だとすれば, 資本による規定とはどう関連するのか。 そ うでないとすれば, 歴史

的には一体何を意味するのか。 他方で彼は商品生産を次のようにも特徴づけてぃるのである。

「商品生産 と商品流通は, その広が りと重要さは種々に違 うに しても, 非常に違った種々の

生産様式に属する現象である。 だから, 種々の生産様式に共通な, 抽象的な, 商品流通の諸

カテゴリーだけを知っても, これらの生産様式の種差はなにもわからないのであ り, したが

ってそれらを判断することもできないのである。 「歴史的に規定された生産様式」 と 「種々

の生産様式に属する」 商品生産 ・流通。 一見すれば, 両文章はまった く の矛盾である。 その

解決は, 物神性論においてこの価値形態に与えられた規定を検討することによって, 進めら

れねばな ら ない。
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商品の前提は, 「だがいに独立に営まれる私的諸労働」 である。 第 4・節ではこの規定に続い

て, 「これらの私的諸労働の複合体は社会的総労働をなしている9」 と述べられる。 が, 私的諸

労働の存在とその複合体の存在とは次元が異なるはずである。 マルクスが自明のことのよう

に挿入して く るのは, 後者を前提していると考えるほかない。 その条件のもとでは, 「生産者

たちの私的諸労働は事実上一つの二重な社会的性格を与えられる。 それは, 一面では, 一定

の有用的労働として一定の社会的欲望をみたし, こ う して, 総労働の諸環と して, 社会的分

業の自然発生的体制の諸環と して実証されなければならない。 他面では, 私的諸労働がそれ

ら自身の生産者の多様な欲望をみたすのは, ただ特殊な有用な私的労働のそれぞれが他の種

類の有用な私的労働と交換可能であ り, したがっTCこれと同等と認められるかぎ りのこ とで

ある。 たがいにまった く違っている諸労働の同等性は, ただ, 諸労働の現実の不等性の捨象

にしかあ りえない9』そこでは, 労働の社会的性格が二重化されるのである。 労働の具体性 ・

有用性はその本来のに自然的性格である。 がここでは, その実現は, 労働の私的性格から発

するところの社会性の独自な証明様式の洗礼を受けねばならない。諸労働の同等性は労働の社会性

の要請であるが, それは私的生産者たちの社会的関係の現実的形成すなわち彼らの生産物の

交換によってのみ, 実現される。「だから, 人間が彼らの労働生産物をたがいに価値と して関

係させるのは, これらの物が彼らにとっては一様な人間的労働のたんに物的な外皮と して認

められるからではない。 逆である。 彼らは, 彼らの異種の諸生産物をたがいに交換において

価値と して等置することによって, 彼らの相異なる諸労働をたがいに人間的労働と して等置

するのである9」そこに, 私的生産者たちの世界における商品価値の意義, 支配力がある。 労

働の社会的性格の実証が物によってはじめて形成されうる。 しかも生産者たちにとって, 物

がそのような関係を体現しているとは意識されない。 それゆえ社会的労働の規制は彼らにと

って物 ・交換価値に現れる盲目的法則と して作用する。「だがいに独立に営まれながら しかも

社会的分業の自然発生的な諸環と して全面的にたがいに依存しあう私的諸労働が, 絶えずそ

れらの社会的に均衡のとれた限度に還元されるのは, 私的諸労働の生産物の偶然的な絶えず

変動する交換比率を通じて, それらの生産物の生産に社会的に必要な労働時間が, 家が人の

頭上に倒れかかるときの重力の法則のように, 規制的自然法則と して強力的に貫かれるから

である・, とい う科学的認識が, 経験そのものから生まれて く るまでには, 完全に発展した商

品生産が必要なのである・ 犬

私的労働の二重の性格, 商品価値にあらわれる両者の関係, 社会的労働の法則の私的生産

者の意識への反映のしかた, それが一つの根源から発するものと して説明されている。 社会

的労働の有用な自然的な性質は, 商品の交換を とおして形成される労働の同等性を条件とし,

逆に商品交換の内容すなわち交換価値は, 有用労働の総体, 社会的分業の均衡によって規制

される。 上の文章では, この両者の相互規定り科学的認識は完全に発展した商品生産を条件

とする, と述べられる。 た しかに, 「その科学的分析1ま, 発展過程の既成の諸結果から始まる」。

が, 商品生産が完全に発展していなければ, こめ 「規制的自然法則」 も完全には人間, 生産

者を支配しない, といえるのではないだろ うか。 第4節の中で述べられているように, この

法則を認識 し よう と しまいと, ¥それは人間を支配する。 それによる支配は, 一にかかって社

会的総労働が私的労働によって組織されている程度に照応する。

第4節では, この商品生産という形での社会的総労働の特徴づけを, ロビンソン, 封建的

人身従属関係, 原始的または家父長的な共同労働体, さ らに各人の自覚にもとづく協同労働

体と対比して明らかにする。 この同時に歴史的な対比においT( 措定されているのは, 商品生

産を もってその総労働の組織原理となす社会, 言い換えれば完全に発展した商品生産社会な

9
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叫 同, 同 P.199 /

叫 「商品の物神性とい う問題がわれわれの時代つま り近代資本主義特有の問題だ…J G ・ルカーチ, 『歴

史と階級意識』 平井俊彦訳 未来社 昭和43年第11刷, R10

4 イ面 値 と 資 本

『資本論』 第 1:章における価値概念の十全な展開が 「一つの巨大な商品集合」 の形成すな

わち私的労働をその原理とする社会的総労働の組織形態を前提とすること, ならびに商品生

産 ・流通を社会的生産様式に占める位置によって二種類に峻別す る こ と , これがマルクス

の理論的方法であった。 そのばあい, おな じく マルクスが強調していることは, 後者の峻別
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のである。 だから, 「ブルジ ョ ア的生産様式」 が価値形態によって歴史的に特徴づけられる, と

い うのは, 価値形態こそがその生産様式の 「もっと も抽象的な, しかしまたもっ と も一般的

な」( この 「しかし」 はむしろ 「それゆえに」 とい う意味を与えられるだろ う) 形態, 要素だ

からである。 言い換えれば, 「ブルジョ ア的生産様式」 が, 論理的に, 価値形態によって特徴

づけられる限 りにおいてである。 したがって, 部分的な商品生産と流通とは, 「ブルジ ョア的

生産様式」 または 「歴史的に規定された社会的生産様式, 商品生産」 の要素を もってはいる

が, けっ してその特徴はもたないのである。 物神性論の諸規定も, 単に商品の規定によって

与えられるというのではな く , 商品に与えた社会的意義を条件とする, といえるだろ う。

「商品は,が資本主義的生産様式を基準と してな される, ということである。 たとえば

それが生産物の一般的な基本的な形態であるかぎりでは, 本質的に資本制的生産過程の生産

物および結果物として現れるのであるご何故そうなるかは, マルクス自身述べているように
商品の分析によって解明されることではな く , 資本の形式的= 形態規定的側面の解明によっ

てではないが資本主義的生産様式- その直接的生産過程- の解明によってはじめて, 明

らかになるこ とである。 こ こでは, それを理論的前提と して認めよう。 とすれば, 多 く の論

者に指摘されているように, そこに論理の円環が発生する。

吉村達次氏は歴史を導入してこれを解決しようとする6 すなわち, 「歴史的には資本制生産

を前提することな く , む しろ, その歴史的前提となった封建末期の単純商品生産の存在およ

びその歴史的必然性の確認によって, は じめてそれを (論理の悪循環を一 引用者) 断ち切

ることができるのである。 資本制的生産の論理的分析の合理性は, 資本主義生成の歴史的合

則性に裏付けられてはじめて十全なものとなりうるといわねばならないご吉村氏は,グ論理に
よって歴史をではな く , 歴史によって論理を証明しよ うとする。 が, この 「論理の悪循環」

は二重の側面を もっている。 一つには, 価値と資本との相互規定は現実的関係, 資本主義的

生産の構造的分析の問題であ り, 他方ではそれらの歴史的生成の問題である。 た しかにマル

クスも次のように述べている。「 (資本主義生産以前は生産物の一部しか商品にならないと述

べたあと) それにもかかわらず, 生産物の商品への発展, ヴ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, 資本形成と資本主義的生

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, われわれが資本主義的生産のもっとも単純な要素と してのそれから出発するという

ことによってであるごしかしながら, この文と吉村氏の文とは似て非なるものである。吉村
氏の文では, 論理は, 歴史的に, 単純な商品から出発するか, あるいは少く とも歴史的単純

商品によって補完される必要がある。 しかるにマルクスの文では, 資本の分析がある程度の

商品流通を前提と し, しかもこの前提は, 歴史上の単純商品によってではな く , 資本主義的

10 レ
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生産の要素と しての商品によって満たされるのである。 なぜなら, 後者の商品は, 発展した

商品生産にもとづく ものと して, 資本形成のその条件を十分に満たすからである。 マルクス

では, 現実的商品が歴史的商品を, 論理が歴史を措定しているのである。

小林佃六氏は, 「流通溶透視角」 にもとづき, 次のように論定する。「( 『資本論』 の展開は一

一引用者)『流通』 をとおして『生産』を措定するという方法の発展の結果にほかならないご
しかし未だマルクスでは, 「商品関係と労働関係の一体化がみられる資本主義的生産の諸関連

が 『交換価値』 の制度にたいしてつねに前提されているのであ り, それゆえに資本の解明に

さいしてその形態的側面からはじめるとい う方法が, 資本主義的 『生産の表皮層』 と しての

流通の諸関係を解明しつつ, その自立的性格の 『仮象』 性を明らかにして, 根拠と しての資

本にもどる方法として純化されていない面があるこ’とを否定できないごしかし, 小林氏の言
に反してではあるが, 『資本論』 の方法を 「流通をとおして生産を措定する」, 「資本の解明に

さいしてその形態的側面からはじめる」, 「流通の自立性の仮象を明らかにして, その根拠と

しての資本にもどる」 といった類のものでないことは自明である。 商品論そのものがけっし

て流通論ではない。 その方向。に 「純化」 するにはあま りに爽雑物が多すぎるであろ う。 たと

えばマルクスはいう。「ブルジ ョア社会の内部では, 価値には直接に資本が続いている。 歴史

においては, より不完全な価値展開の物質的基礎をなしている他の諸体制が先行するごマル
クスでは, 価値自体, 流通の範躊ではない。 それは, 流通を自己の必然的契機として措定す

るけれども。 小林氏は価値を流通形態と考えるが, このマルク不の文では, 少く とも価値そ

れ自体から資本ぺの移行が語られていないこ とは明らかである。 あるいは流通そのものを と

ってみよう。 マルクスはたしかに流通の非自立性を, さ らに 『要綱』 においてはそれを契機

と して資本への移行を強調している。 しかし, 流通は種々の生産様式に属する現象であ り,

後者に作用してはゆくが, それによって直ちに資本主義生産を形成してゆくのではない。 マ

ルクスの方法は次のとお り。「単純流通の考察から, われわれにとって資本の一般的概念が明

らかになって く る, とい うのは, ブルジ ョア的生産様式の内部では, 単純流通そのものがた

だ資本の前提として存在し, また資本を前提するものとして存在するからであるごまたも相
互規定であ り, それはブルジ ョア的生産様式を前提するかぎ りでなされるのである。 それゆ

え小林氏が, マルクスに対して 「資本主義的生産の諸関連が交換価値の制度にたいしてつね

に前提されている」 と述べるりは, 不当ではない。 ただ し, それはマルクスにとって不純な

ものではなく , 本質なのである○ ,

資本による価値の, 交換価値体制の, 規定は, 理論的には, 一つには資本の再生産の分析

によって資本主義的生産過程こそが商品を生産するということであ り, 一つには資本によっ

て交換価値が生産の支配的要素となるというこ とである。 その命題の措定は, 商品の分析に

おいて前提した事柄, すなわち分析の出発点の源泉たる表象, への回帰である。 前提を, 証

明された事柄へ転化させることである。 こ う見れば, 論理の円環は, 科学的認識り入 りこめ

ない障壁ではない。

資本主義的生産様式にあっては, 商品は実際は資本の生産物と して, 資本主義的商品と し

て生産される。 商品へのこの規定は, 資本主義的流通一 社会的総資本の流通もふくめー

や, 資本主義的生産価格と競争や, さ らに貨幣の資本と しての商品化等々といった現象を生

みだす出発点になる。 それゆえ, 直接的生産過程の結果は, 『資本論』 第2巻と第 3巻との展

開の出発点となる。 しかし, これらの具体的規定の積み重ねは, 資本の生産物にたいし, そ

の商品と しての性格をなんら変えないのである。 言い換えれば, 資本主義的商品生産は, 私

的労働によって構成された社会的総労働の組織体という性格を毫も変えないのである。 否。

11
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資本は, ブルジ ョア社会を支配する力を, 商品の諸法則の展開によって形成してゆく のであ

り, だからこそ商品生産を一般化してゆくのである。 こ う して, 資本にとって価値は, その

歴史的生成の要素であったという意味からではな く , 論理的ら 資本が価値の自律的運動体

として存在しているからこそ, その本質的要素の一なのである。

価値は, それにたいし, その諸法則の展開にとって資本による規定性を全然必要としない。

資本によるその法則への修正は, 法則が成立する基礎を廃棄するのではな く普遍化するのだ

から。 たしかに, 事実と してもまた論理的前提と し七も, 商品の分析は, 資本主義的生産様

式を必要と した。 しかし, 表象と してではな く , 論理と しての, 商品への規定は, その社会

における富は 「一つの巨大な商品集合と して現れる」 とい う点から始まるのである。 一般的

商品生産という規定が, 『資本論』 出発点たる商品の分析の, その諸法則展開の, 制約条件と

なるりである。 事実と しては, 私的生産による自然発生的な社会的分業の体制は資本によっ

て形成されたものだろ う。 しかしその事実は, 商品の次元では商品生産者自身によって捨象

されるのである。「この抽象は, 頭のなかでおこなわれる単なる論理的捨象ではなく , 資本制

こ う して, 価値と資本との論理的序列が導き出される。 価値, 商品生産と流通牒, 資本の

出発点であ り, 帰結である。 そのさい, 前者は, 運動体と しての後者のなかを一貫して流れ,

つねにそのもっ と も一般的な, も っ と も抽象的な要素なのである。 だからこそ, 資本主義的

生産様式はこの意義をもつ商品形態によって特徴づけられる, といえるのであるj 価̄値め概
念はま≒たく最近代の経済学に属する。 なぜならばそれは資本自体と, そ してそれに依存し

ている生産りもっとも抽象的な表現だからである。価値概念では資本の秘密が語られているご
それゆえ, 「歴史的に規定された生産様式, 商品生産」 または 「ブルジョア的生産様式」 は,

資本主義的生産様式を意味するのである。 資本は, 価値から生れ, つねに価値として存在し,

再び価値をつ く りだ してゆく。 それゆえ, 資本主義的生産様式の種差を, この生産様式の基

礎的要素と しての価値に求めるものは, 対象, 結果, 現象形態において判断しているのであ

り, 資本においてそれを求めるもりは, 主体, 過程= 渾動,本質において判断するのである。
資本主義的生産様式は, しかし, その直接的生産過程においても, 価値概念それ自体だけ

から規定されるのではない。 価値概念自体, 資本にと っては, まして生産様式にとっては,

もっ とも一般的ではあってもまたもっと も抽象的存在である。 まただからこそ, 歴史的に資

本主義的生産様式に先行して現れ うるのである。 そこにあっても価値は資本主義的生産の要

素として存在している。商品流通はつねに「本来的にブルジョア的な経済の領域でである。
要素が要素と してとどまるかぎ り, 発展した全体は展開されえない。 商品あるいは商品流通

とい うブルジ ョア的要素の自己発展によっては資本は形成されず, したがって資本主義的生

産様式の特徴をなす, あの論理の円環は形成されえない。

歴史的種差を成す, すなわち社会的生産様式を形成する, 具体的資本はよ り多く の規定を

必要とする。 価値概念の基礎をなす私的労働にもとづ く社会的分業も, その二重の社会的性格

に表わされるように, 一面では生産関係規定ではあるが, 同時に生産力規定でもある。 資本

のも う一つの本質的要素をなす労働力商品もまた, 生産関係規定であるとともに, 「それ自体

が先行の歴史的発展の結果」 であ り, 生産力の一定の発展を条件と している。 しかしながら,

それらに表現される生産力またはその構成要素は, 資本主義的生産様式の生産力のごく限ら

れた, 抽象的な側面にしかすぎない。 その生産力構造こそ, 一面では資本主義的生産関係の

総体によって規定されるが他方では後者に物質的根拠を与える土台なのであるご本論文では
まった く省いたと ころであるが, その分析な く して, 資本主義的生産様式の歴史的特徴を全

12
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面的に露呈させることはできないのである。

13
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倒 小林佃六, 『経済学批判体系の生成』 御茶の水書房昭和43年第 1版第 2刷, R310

叫 同, 同, P.370

的 マルクス, r要綱』 第 2分冊, P.172

㈲ 同, 同第 5分冊, P.1069

㈲ 吉村達次, 『マルクス経済学体系 1』, R28

叫 ルカーチは鋭 く次のよ うに主張する。「商品の物神的性格に関する章のなかに, 史的唯物論全体が, す

なわち資本主義社会の認識と してのプロレタ リアー トの自己認識全体がひそんでいるのだ, といってよ

いであろ‰」ルカーチ, 前掲書, R186。この主張はしかし, 物神性論が資本主義社会の種差を も, 現象

形態におい七, いわば標識と して解き明かすものであ り, 本質への下降が不可欠である, とい う点で不

十分である。

的 マルクス, 『要綱』 第 4分冊, P.730

㈲ マルクス, 『経済学批判』, マルクス= レーニン主義研究所訳国民文庫 昭和37年 6刷, lt198

㈲ 「マルクスは, 一, 資本主義的商品関係の体系を, 〈自己展開する系〉 と して, 〈それ自身のうちで〉 閉

じた具体性- その発展を推進するバネが, それ自身のなかに, それの内的諸矛盾のうちにあるような

ー と して, 考察している。 しかし, 厳密にいえば, じつは, 生産諸関係の体系の進展を推進する真の

バネは, その体系自体のうちにはふく まれず, 生産諸力の発展の過程のうちにふく まれる。 生産諸力が

発展しないならば, 経済的諸関係の体系の, どんな内的弁証法も, その体系の進展をひきおこすこ とは

ない。 ところがマルクスは, 生産様式の全体を考察し, そこから生産諸力と生産諸関係との弁証法的相

互制約性をと りだす。 したがって, 生産諸力の発展は, ここでは, それ自体と してではなぐと りあげら

れている。 たんに原因と してばか りではな く , 生産諸力にたいする生産関係の体制の逆作用の帰結, 結

果, 所産としてもと りあげられている9」 イ リェ ソコフ, 『資本論の弁証法』 花崎泉平訳 合同出版, R

126 イ リ ェ ン コ フ は , 資 本主 義 的 商 品 生産 の体 系 を 自己展 開す る系 , 経 済 的形 態 と み な し , そ れ を 生 産

諸力の分析と切 り離す。 それゆえ, 後の文章の後半はすぐれた洞察力を示しているのに, 結局二元論と

なって しまっている。 マルクスはけっ して自己展開する閉鎖体系と してはと り扱っていないのである。

経済的形態すなわち生産関係はけっして孤立して存在しているのでぱな く , 生産力との照応関係を保つ

ている。 両者の結合関係を, すなわち生産様式の全体をマルクスは考察するのである。


