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社会的再生産の視角

本源的蓄積と所有 ・生産様式の概念

144

神 田 敏 英

岐阜大学教養部経済学研究室

(1977年10月15日受理)

| 。 は じ め に

拙稿(マルクス本源的蓄積論の一検討/I) (昭和49年)におい七解明しようとしたことは,
『資本論』 における本源的蓄積論, 第 1巻第7篇第24章, の位置であり, そこで展開されて

いる諸命題と第 1巻のそれ以前の部分との照応関係, および24章中におげる諸命題の一見か

な り多様な色合を もち場合によっては矛盾しているよ うにも思える相互関係, であった。 私

の主張は次のようにまとめられる。 第一に, 第24章は, それまでの叙述展開と無関係に設定

されたのではもちろんな く , またその展開から単に設定できるからいわば補論的に追加され

たのでもない, まさに論理展開から必然的に, せねばならないが故に, 設定された とt うヽ こ

とである。 その必然性は, 24章冒頭の 「悪循環」 から, 資本の再生産= 蓄積論の展開が資本

の歴史的生成の考察によって逃れる, というこ とではない。 それは 『資本論』 を資本主義的

生産様式の歴史的理論とするがための要請から来るのである。

第二に, 24章の主題は, 資本の歴史的生成過程の叙述をつ う じて資本主義的生産のj虫自性

を解明するこ とにある, とい うこ とである。 この点でそれは, 『経済学批判要綱』 (以下 『要

綱』 と略す) 中の 「資本主義的生産に先行する諸形態」 (以下 「諸形態」 と略す) と同一の

理論的課題を担っている。 『要綱』 にあっては, 未だ生産過程と流通過程との区分が不明確

であるとはいえ, 「諸形態」 の位置はまさ し く24章に照応する。 ただし, 24章は, 資本関係

の生成に焦点を合わせ, そこでの暴力の役割を強調するこ とによって, 資本主義的生産とそ

れに直接先行する生産様式との間に横たわる深淵を際立たせる。 本源的蓄積のこのような設

定方法は, 「近代資本主義の系譜」 を 「前期的資本」 や絶対主義に対抗しつつ行なわれる 「中

産的生産者層」 の発展に求め, そ してそれを経済的過程を主とする論理であると称する方法

とは対象的である。

第三に, 以上のような本源的蓄積論の設定から, 諸経済的社会構成体の歴史的発展を三大

段階に区分する思想が生ずる。 あるいは逆に, この三大段階区分の思想からマルクスの本源
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的蓄積論が生み出された, と言って もよいであろ う。 それは彼の歴史= 経済理論の根幹をな

す。 『資本論』 第 1篇, 『要綱』 「貨幣に関する章」 の物象化視点も, 結局のところそれに

一致するのであって, マルクスに二元論的歴史把握はないのである。

このような視点のもとに, 第24章は, 1節から 7節まで首尾一貫した構成をなし, 『資本

論』 第 1巻 「資本の生産過程」 に歴史的照明を与える。 さ らにそれは, 直接生産過程と流通

過程を包含する資本主義的生産の総過程が資本の再生産と して総括されることからすれば,

『資本論』 全 3巻を総括すべき位置にある, とい う こ とができる。 この本源的蓄積論ある
が故に, 「( 『資本論』)第 1巻は一つのまと まった全体をな しています」,(2) といえるのであろ

う。 そこでは, 『資本論』 で呈示された諸概念が全体的なまとま りを与えられて使用され,

またそれによって諸概念の歴史性がはじめて現実的に示される。 そ して諸範躊は歴史的に示

されてはじめて, 経済学的範躊として真に確立される。 諸範曙の全体的な考察は, それらお

よびその相互関係を再生産の中でとらえる とい うこ とである。 再生産の分析の後に, 諸範躊

は始めに設定された時と違 う姿で, すなわち, 一方では自分自身を豊富化してゆき, 他方で

は自分にと って当初外的諸条件と して現われたものを 自ら創 り出してゆ く , とい う姿で示さ

れる。 すべての運動が資本の運動と して, すなわちそれを条件づけそれによって条件づけら

れるものと して現れる。 それゆえ, 歴史的展望は資本の再生産の分析の後ではじめて与えら

れる。

その点で私は, 拙稿の中で, 第24章で資本り本質と して設定される所有を資本の全再生産

過程, 言い換えれば生産様式の運動と同一視 したのであった。 それは, 所有を階級関係= 搾

取関係と しての生産関係の根本とみなす見解に対する一批判であ り, 日本において昭和30年

代後半から展開された新たな流れの中に位置するものであった。 しかし, 拙稿では, 何故に

本源的蓄積論では生産様式の歴史的問題が所有の次元で現われて く るのか, また所有が再生

産過程の中でどのように変化しどのような規定を受けてきたのか, とい う こ とについての考

察が十分ではな く , ただ所有と生産様式を 同一視しただけであった。

他方, この30年代後半以降に展開された, マルクスの 「市民社会」 や 「個人的所有」や「労

働の社会化」 についての命題の再検討は, 所有, 生産関係, 生産様式, あるいは経済的社会

構成体, といったマルクスの経済= 歴史理論の骨格を成す諸範曙を あらためて俎上にのぼ

せた。 それは資本主義の生産力的側面, 社会的分業や使用価値生産の経営管理的側面への着

目であ り, 第2次世界大戦後の資本主義世界の生産力の強力な発展, およびそれを しゃにむ

に推進していった資本主義的経営組織と科学技術の発展, を背景と していた。 それだけに,

巨大生産企業の内的, 外的組織形態やその中で労働する人間の相互関係 ・意識等々が問題と

されていたとはいえ, マルクス主義者はもちろんの事, 非マルクス主義者にと って もある程

度まで, マルクスの思想の再吟味を含んでいた。 単に彼の思想の深さ ・広さのゆえにだけで

はな く , 百年前のものであるにもかかわらず, 彼の大工業分析の射程が現代の発展をも包摂

し うるがゆえにであった。 巨大な生産力発展の経済的必然性, それを彼は技術と社会的生産

関係とのみごとな統一の中に洞察する。 そ して本源的蓄積論がその歴史的意義と限界を明ら

かにするのである。

注

(1) 神田敏英, 「マルクス本源的蓄積論の一検討」, 『岐阜大学教養部研究報告』 第10号所収。

(2) マルクスのダユエルソンヘの手紙, 1868年10月7日。 『マルクス= エングルス資本論書簡(2)』 171ペー

ジ, 岡崎次郎訳, 大月書店1971年。

現実的資本の再生産過程たる資本蓄積の分析のゆきつ く所は, 「直接的生産過程の諸結果」 である。 そ
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2 。 資本の再 生産過程における所有と生産関係

マルクスの本源的蓄積論は資本と資本主義的生産の生成過程を 「生産者と生産手段との歴

史的分離過程」 「労働者と労働条件の所有との分離」 と して示す。 資本の再生産過程は, は

じめ資本にとって前提であった千労働者と労働実現条件との分離」 を, 自分の運動の結果と

してつ く り出す。 そこにお卜て資本の自立性が確立し, 「資本はブルジ ョ 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, また終結点とならなげればならず……」 (1) と

卜う主張が根拠を得る。 資本の再生産過程が前提 しまたつ く り出すものを, 本源的蓄積は歴

史的過程として労働者=生産者からの「所有の分離」すなわち収奪として創り出すのであるご
資本の再生産の前提に して結果, すなわち資本とい う生産関係そのものが上の命題のよう

に表現されるからこそ, 本源的蓄積もまたマルクス独自のに鋭卜, 「牧歌的な」 過程と して

描かれる。 資本の規定, 本源的蓄積の措定, 本源的蓄積過程の描写, は一貫した思想の流れ

であ り, そ こに, 卜わばマルクスの歴史観が凝集している, と卜えるだろ う。

「労働者と労働実現条件の分離」 は, 卜うまでもな く生産手段の所有関係, 所有の独自な

一形態である。 運動主体たる資本によって推進される資本の再生産過程は, 生産手段から分

離された労働者たる賃金労働者と彼から分離された生産手段の人格的表現たる資本家との対

峙から出発する。 言卜換えれば, 特定の所有関係が資本とい う生産諸関係を最初に規定する,

資本主義的生産関係はまず資本主義的所有関係と して現われるのである。 資本が生産関係と

して示 されるのは, この特定の所有関係に規定されて, それが生産を独自の様式で組織する,

すなわち労働と労働実現条件を独自の様式で結合する, からにほかならない。 生産関係とは,

文字どお り, 生産における社会的人間関係, ある卜は労働とその客体的条件との結合様式に

おける人間相互の関係に他ならな卜。 マルクスは, 生産は同時に人間の社会的関係の場であ

ることを , 『要綱』 序説の冒頭において述べる。 「社会のうちで生産しているもろ もろの個

して。 それは, 今まで前提し捨象して卜だ資本の流通過程の分析に直接連がり, ついで総過程のそれへ

と進み, そこで本当に現実的資本の再生産過程分析が終結する。 『資本論』 第 1巻第24章は, その結論を

先取 り しているのであ り, しかもそれが直接的生産過程の結果にもとづいて, 基本的に可能なのである。

そこに丿分配・交換・消費にたいする生産の一般的開係」, 生産がその基本的契機であることが, あらわれて卜る。
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社会的な諸個人の生産を問題とするのである。」 (4) この主張は資本主義的生産にも当然適用

される。 資本主義的生産関係がそのもとでの生産様式を規定 し, さ らにそれを出発点と して

の所有関係が規定するのである。 △

次に, その出発点たる資本主義的所有関係を検討しなければならない。 労働者と労働実現

条件の分離は, 単に労働者の非所有ではない。 他方ではそれぱ, 無所有の労働者と所有者た

る資本家が商品市場で対峙することであ り, そのこ とは一般的な商品生産と流通を前提と し

て卜る。 労働者の非所有と一般的な商品生産 ・流通とは明らかに別物である。 だが, この「分

離」 ある卜は 「二重に自由な労働者」 と卜う規定は, 両者の単なる混合物と して成立してい

るのではな く , 一つの化合物であ り, 両規定を不可分の一側面と して含む統一的関係, 独自

な所有関係なのである。 その点て, それは単なる非所有の一形態と して一括されるべきもの

ではない。 しか し , 「分離」 の こ の両側面の関係は, 生産の出発点 と して の所有にあ っては

それ以上に明らかにするこ とができず, 別々の前提たるにと どまる。 そ こに, 所有それ自体

42

さ らに, 「生産を問題にするばあいにはいつでも, ある一定の社会的発展段階での生産

したがってもろもろの個人の社会的に規定された生産が,当然汗の出発点である。フ)人
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が生産の出発点 ・前提と して留っている限 りでは, その性質を明らかにしえない, とい うこ

とが示 されている。

前提と しての分離あるいは商品市場での資本家と賃金労働者の対峙から降 りて来た直接的

生産の場は, 『資本論』 においては 「絶対的剰余価値の生産」 と 「相対的剰余価値の生産」

と して分析される。 い うまでもな く , それは資本の本性と しての剰余価値追求の二方法であ

る。 が, 同時にそれは, 前者が一定の生産力と生産様式を前提と しての, 後者が生産力と生

産様式の変化を含んでの, 資本主義的生産様式と生産関係との分析でもある。 したがって,

それは論理的展開の, 現実の生産過程に接近していく分析の, 二段階である, ともいえようj5)
その内容を追求するこ とは本論文の課題ではない。 確認すべきことは, 第一に, 一定の所有

関係から出発した生産過程の分析が, 生産そのものの中での資本家と労働者との関係すなわ

ち真の意味での生産関係を明らかに してゆき, それと と もにそれによって規定された生産の

主体的要素と しての労働と客体的要素と しての生産手段の結合様式すなわち生産様式を明ら

かにしてゆく , というこ とであ り, 第二に, 労働の生産力の変化すなわち生産様式の変化と

と もに, 資本主義的生産関係もまた変化する, とい う こ とである。

この第二の点につ卜てはマルクスの次の文が示される。 「労働の生産力を高くする……た

めには, 資本は労働過程の技術的および社会的諸条件を, したがって生産様式そのものを変

革しなげればならない。」 (6)これを言い換えれば, 労働の生産力の上昇は, 必然的に労働過程

の技術的および社会的諸条件である生産様式の資本による変革をもたらす, とい うことであ

る。 この変革される労働過程の諸条件の中には生産関係が含まれねばならない。 マルクスは

最初の大工業である紡績業等について次のように言う。 「変化 した物質的生産様式と, これ

に対応して変化した生産者達の社会的関係とは, まず無制限な行き過ぎを生みだし, 次には

反対に社会的な取締 りを呼び起こ し, この取締 りは, 中休みを含めての労働日を法律によっ

て制限し一様化する。」(7)資本の衝動とそれに対する労働暑の抵抗とは生産過程の外部の出来

事ではない。 「変化した生産者達の社会的関係」 はまさに生産過程中のこ とであ り, したが

って労働過程の社会的諸条件に他ならないのである。

こ う して, 協業, 分業にもとづ く協業, 機械経営にもとづく大工業とい う形で発展してゆ

く資本主義的生産様式は, それに対応して資本主義的生産関係を も変化させ発展させる。 当

初は, 個別資本家と個別労働者との関係と して現れたものが, 現実には個別資本家と多数労

働者の関係であることが明らかにされ, そこで労働者達が資本の指揮によって労働を組織化

され, さ らには機械に付属する労働組織形態を与えられ, その下で労働は資本に形式的に包

摂される段階から実質的に包摂される段階に進む。 しかも, 資本主義的生産の発展によって

生ずる, このよ うな労働の資本にたいする関係すなわち資本主義的生産関係の変化は, その

関係の希薄化や否定ではなく , 逆にその強化 ・純化である。 なぜならば, 資本主義的生産の

発展は, 単に物質的生産条件の変化と労働生産力の上昇と して示されるだけではな く , 直接

労働とは無縁な所でそれと対立的にそれを支配する力と して行なわれる物質的 ・技術的生産

条件の発展であ り, したがって生産の出発点であったあの 「労働者と労働実現条件の分離」

が, 両者を結合させる生産過程において現実的根拠を獲得し, 両者の疎遠な関係が形式的に

ではな く物質的 ・技術的基礎を得てますます発展してゆくからである。 こ う して, 生産の発

展に対応する資本主義的生産関係の変化は, 他方では生産関係の概念の内容が豊富化します

ますその現実的形姿に接近してゆ く過程と して も示されねばならない。 資本主義的生産関係

は, 資本家と賃金労働者が生産過程の出発点で対峙した関係においてのみ示されるのではな

く , 現実の, 変化しつつある生産の中で採る両者の実際の関係と して示されねばならないの
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である。

今一つ重要なこ とは, このような資本主義的生産関係の現実的形成 ・変化が, 一方では労

働の生産力上昇のための生産様式の変化に対応するものと して現われると と もに, 他方では,

労働の生産力上昇と生産様式の変化の条件 ・ 内容を成している, とい う こ とである。 マルク

スは, 『資本論』 の第 1章において, つま り未だ資本主義的生産の内的構造の分析を与える

前に, 次のように言う。 「労働の生産力は多種多様な事情によって規定されてお り, なかで

も特に労働者の技能の平均度, 科学とその技術的応用可能性との発展段階, 生産過程の社会

的結合, 生産手段の規模および作用能力によって, さ らにまた自然事情によって, 規定され
ている。」 (8) これはスターリン的な 「生産力」 の概念よ りもはるかに包括的ではあるが, それ

に七て も資本主義的生産関係あるいは単なる生産関係とい う言葉すら入っていない。 だが,

これらの 「事情」 はそれ自体と しては可能性であって, 現実の生産力はその結合において,

現実的生産過程において, 発現する。 その生産を組織し現実化する者, それは一定の形で編

成された人間, 社会以外の何者でもあ りえない。 生産力は社会的生産力であ り, それによっ

て歴史的生産力であるj9)先に『要綱』 「序説」 の引用で示したように, 生産とは, 社会の,
一定の社会的発展段階の, 生産であるとすれば, 生産力もそれ以外ではあ りえないのである。

もと よ り生産力は人間の自然支配力, 同化力である。 それは主体と しての人間能力の発現,

したがって労働の生産力である。 人間は生産の諸要素を, それぞれの歴史的発展に対応して,

独自の仕方で結合させてその力を現すのだから, それは一つの生産様式の生産力である。 生

物の活動力が一つの統体と しての能力発現であるのと同様に, 生産力は一つの組織体と して

の生産様式の能力発現である。 したがって, 生産と生産力はいわば同義であ り, 生産の諸要

素は同時に生産力の諸要素でもある。 こ う して, 資本主義的生産力は資本主義的生産様式と
して組織された労働の生産力である。(1°’その分析は資本主義的生産様式の内的構造すなわち

資本主義的生産過程の分析によってのみ与えられ, そ して後者は同時に資本主義的生産関係

の形成と変化との分析でもある。

実際, 『資本論』 においては, 資本主義的生産力の分析は, 先に引用した箇所を含む第 1

章においても, また第5章においても与えられていない。 第 1章では労働の生産力を規定す

る事情が単に前提と して列挙されているだけであ り, 第5章では自然にたいする人間の仕掛

と しての労働過程が一般的に, 内田義彦氏のす ぐれた言葉を使えば「歴史貫通的」に,分析され,

資本主義的生産のも う一つの側面と しての価値増殖過程に対比されているにすぎない。 いわ

ば, 資本主義的労働過程が歴史貫通的労働過程とい う一側面, 抽象において と らえ られてい

るのであって, 労働過程= 歴史貫通的, 価値増殖過程= 特殊資本主義的, という命題は成立

しないのである。 労働過程もまた, 歴史的, 資本主義的である。O そ して, そのようなもの

と しての資本主義的労働過程は, 歴史貫通的なものの上に特殊歴史的なものがかぶさる, と

いう形で構成されるのではない。 歴史貫通的なものの特殊歴史的形態, それが資本主義的労

働過程の諸要因であり, 資本主義的生産力もそれによってのみ発現するのであるご
資本主義的労働過程の解明は, 資本主義的生産様式をそれに特徴的な生産力のもとで分析

してゆく , 「相対的剰余価値」 の篇, およびそれを現実に実現していく「資本蓄積」の篇の中で

与えられる。 その過程を推進してゆ く のは, よ り多く の剰余価値の獲得, 「生産のための生

産, 蓄積のための蓄積」 という衝動に突き動かされる資本である。 資本は, そのために生産

を組織し, 生産過程の技術的 ・社会的条件= 生産様式を変革して労働の生産力を上昇させて

ゆく。 資本の性格がそれらすべての要因を隅々まで染め上げてゆく。 単に生産関係が資本

主義的であるのみならず, 技術も生産手段の存在形態もそ うである。 資本主義的関係の下で
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は, 生産手段は単にそれから分離された労働者に対立して資本という形態規定を受けるだけ

ではな く , 資本によって内容を も規定されるのである。 これらすべての要因の資本によって

結合されるものと して, 生産様式は資本主義的なのであ り, 生産力もまた資本主義だから実

現でき実現せねばならずまた許容できるものなのであるご
資本主義的生産力 ・生産様式に対応して生産関係が変化する, とい うこ とは, 単に生産関

係が受身であるというこ とを意味するのではな く , その生産力 ・生産様式の変革は唯生産関

係の変革によってのみ, それを通じてのみ可能だ, ということを意味する。 「はじめに, 生

産力が変化し発展する。 それから, これらの変化に依存し, これ らの変化に照応して, 人間

の生産関係, 人間の経済的関係が変化する。 ……生産関係は, あ ま りに長いあいた生産力の

成長にたちおくれ, それと矛盾する状態にあることはできない。」 (スターリン)ク4) というの
は誤 りである。 生産力は生産関係がそれに照応して変化しなげれば, 成長できないのである。

「相対的剰余価値」 の篇における資本主義的生産様式の分析が労働の生産力の変化を前提

と して行なわれたとすれば, 現実に資本がその変化を実現してゆ くのは資本蓄積過程におい

てである。 生産力の発展も生産関係の形成と変化も, 資本主義的生産様式の諸範躊の本当の

関連は, 直接的生産過程の範囲内にあっては, 資本蓄積すなわち資本の拡大再生産過程の中

でのみとらえるこ とができる。 資本蓄積が剰余価値の生産すなわち資本主義的生産過程を前

提するとすれば, 後者はまた前者を前提する。 この相互依存関係は, 単に論理的に要請され

るとい うだけではな く , 再生産過程と して資本の運動の現実的関係でもある。

「……単純再生産は, 同じ規模での生産過程の単なる反復であるとはいえ, この単なる反

復または連続がこの過程にいくつかの新 しい性格を押印する。 または, むしろ, それを単な

る個別的な過程のように見せる外観上の性格を解消させる。1゙ 既に単純再生産において,
資本主義的生産過程は, 原因から結果を生み出してゆ く一方交通的な運動と してではな く ,

その進行の中で自らを豊富化しつつ出発点を再規定してゆく運動 と して示される。 そこでの

「新 しい性格」 とは異質な要素の追加ではな く , 単純な因果関係という外観の解消に他なら

ない。 一つの生産的運動と しての資本主義的生産が造 り出すものは, 一方で使用価値である

と同時に, 他方でその使用価値に経済的形態規定を与える関係すなわち社会そのものである。

生産が一定の社会的生産関係の中で行なわれるとすれば, それはまた対応的に一定の生産関

係を生産する。 念のために言えば, この生産関係の生産は使用価値の生産と別ではない。 使

用価値の生産が即それに対する人間の行為と しての人間相互の関係の生産なのである。

資本主義的単純再生産では, 当初, 生産の前提であった, したがって新たな生産の出

発点た り う る, 商品の生産関係と労働者 と労働実現条件との分離が結果 と して生産 さ

れ る 。 しか も , こ の 「分離」 に と っ て 当初は前提 で あ った 商 品の生産 関係を そ れが造

り出す, と い う形で。 こ う七て, 再生産過程 と してみれば, 資本主義的生産様式の諸

範躊は, 相互に依存しあう諸契機と して, 資本によって推進される運動の連続流の中に位置

づけ られる。

資本の蓄積= 資本主義的拡大再生産は生産力= 生産様式の変革によってその中のあらゆる

要素を変化させるのだから, 生産の結果と して生み出される生産関係は出発点とは異ってい

なければならない。 直接的生産過程そのものにおいて現れ, 生産の結果と しては単にその必

然的産物であるにすぎない。 生産関係の変化は, 既に見たように, 労働過程の中で労働がま

すます疎外され, 労働者の造 り出した力が新たに彼を支配する力と して出現して く るこ とで

あ り, 言い換えれば, 「分離」 された労働がその 「分離」 を拡大再生産することであ り, 資

本主義的生産関係の拡大, 強化, 純化に他ならない。 その過程を , マルクスは 「取得法則の
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転変」 と して示 したのであ り, したがって資本主義的所有の運動と して表わしたのである。

その中に, 資本主義的所有の変化と出発点の関係の再生産= 維承が含まれる。 この所有のな

かに, それが生産の前提であ り。かつ結果であるがゆえに, 資本主義的生産様式の全運動が包

摂 されているのである。

所有を再生産過程の中で, すなわち再生産の二つの局面において考察した場合に, 所有の

本当の規定がはじめて与えられる。 「歴史上の各の時代に於て, 所有は異った仕方でそ して

全く異った社会的諸関係の一系列の中で発達した。 かくて, ブルジョア的所有を定義するこ

とは, ブルジ ョア的生産のあらゆる社会的諸関係を説明するこ とに外ならない。」 (16) この文章

の含意が, 直接的生産過程の限界内においてではあるが, 再生産の考察の中で実現される。

そこでは, 所有と生産との区別は一つの生産様式の運動の中に消え去って しまう。 「生産

とはすべて, ある一定の社会形態の内部で, またその媒介によって, 個人の側からする自然

の取得である。 この意味で, 所有 (取得) が生産の一条件である, とい うのは同義反復であ

る」 ( 『要綱』 序説) 。自然= 物にたいする人間の仕掛が取得すなわち行為と しての所有であ り,

それが同時に一定の社会の中で行なわれ, また一定の人間関係を造 り出してゆ く。 物にたい

する人間の仕掛と, 人間にたいする人間の仕掛あるいは受身とは, 全 く 同一の過程に属する。

資本主義的再生産過程の分析から以上のような, 生産様式におげる諸規定の相互関係を見

い出した後で, それによってマルクスの 「導きの糸」 である 『経済学批判』 序言中の次の命

題を反省す るこ とができる。 「人間はその生活の社会的生産において, 一定の, 必然的な,

彼らの意志から独立した諸関係, 諸生産関係にはいる。 この諸生産関係は, 彼らの物質的生

産力の一定の発展段階に対応する。 これらの生産関係の総体は社会の経済的構造を形づく る。

(中略) 社会の物質的生産力は, その発展のある段階で, その生産力が従来その内部ではた

らいてきた現存の生産関係と, あるいは同じことの法律的表現にすぎないが, 所有関係と,

矛盾するようになる。 これらの関係は, 生産力の発展のための形態からその樫桔にかわる。

そのと きに, 社会改革の時代がはじまる」。(1゙ この命題にあっては, まず社会的生産において

生産関係が設定され, 次いでそれが人間達の物質的生産力すなわち社会の物質的生産力に対

応する, と される。 そ してその両者を一括する範躊と して, 物質的生活の生産様式が与えら

れているよ うに見える。 言い換えれば, 生産関係, 生産力がまず独立の範躊と して, しかも

後者がよ り規定的な力をもつ範躊と して, 設定され, その統一と して生産様式範晴がある,

ように見える。 そこ から, 生産様式は生産力と生産関係との統一であるとする考えや, 生産

力と生産関係を全然別個の範晴のようにみなす考え, が生 じたといえるだろ う。

だが, 資本の再生産の分析からまた上に引用した文章全体から鑑みれば, そのような考え

を妥当とするわけにはいかない。 まず, 生産関係は人間がその社会的生産において入る関係

と して明確に規定されている。 が, その生産関係は, 唯一種類のものではな く , その総体が

社会の経済的構造 に の概念は 「経済的社会構成体」 と同= 視してもよいであろ う) を形成

するのであ り, 経済学によってその解剖を行 うべきものである。 他方, 生産力についても,

ここでは, その内容が全然述べられずに, 前提されているだけであ り, 唯それが現存の生産

関係の内部ではたらいてきた, とだけ規定される。 そ して内部ではたら く , とい うこ とは生

産力にとって生産関係が無縁なものではな く , 自分にと って不可欠の存在, 前提であること

を意味する以外の何物でもない。 生産力から生産関係への一方交通と してではな く , あるい

は単に後者から前者への反作用が見られるとい う こ とだけではな く , 両者の密接な相互関係

が生産様式を形成するものと して含まれている, とい うこ とができよう。 その上で生産力と

生産関係とが生産様式にと って 前提と して語られているとすれば, そのこ とは現実の生産様
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6 ペ ー ジ 。

式の分析の中からこそ, 生産力と生産関係の内容が明らかになる, とい うこ とを意味しない

であろ うか。 したがって, 生産力と生産関係の具体的な規定, 両者の現実的関係の解明は,

もはや 「導きの糸」 と しての一般論においてではな く , 特定の生産様式の具体的解明, なか

んず く再生産 と しての解明, においてのみ行なわれる, と卜う こ とになる。
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(1) マルクス, 『経済学批判要綱 I 』 29ページ, 高木幸二郎監訳, 大月書店, 1958年。
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(6) マルクス, 『資本論第 1巻』 ①414̃ 415ページ, マルクス= エングルス全集刊行委員会訳, 大月書店,

1968年。
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る。」 マルクス, 『要綱III』 525ページ。
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本主義とt うヽ歴史的な形態規定を同じように受けているものである。」 (篠原三郎氏)

小野一郎 ・篠原三郎編 『社会主義的所有と管理』 52ページ, 有斐閣, 昭和51年。 篠原氏は, 労働過程一

生産力を生産関係と無関係に 「歴史貫通的」 とみなす見解を痛烈に批判し, 生産関係が生産力の 「要因」

であるこ と をはっき りと認める。

(12) 「 (労働過程への資本の一 引用者) 形態規定を基礎にして, 資本が労働過程を変化させることによっ

てはじめて , (生産力と生産関係との一 引用者) 照応関係が現われて く る。 その場合, ……資本が労働

過程そのものの現実的, 物質的条件となっている……換言すれば, 労働過程と資本との, 生産力と生産諸

関係との照応が一定の構造をもって, 直接的生産過程の内的構造と して成立する……」 (市川佳宏, 「生

産の基礎カテゴリーにかんする一視角」, 『唯物論 3』 24ページ, 汐文社1974年11月。)

まさに 「内的構造」, 不可分の統一体である。 市川氏は, ここで, 生産関係→資本と進む照応関係を, 労

働の形式的包摂→その実質的包摂へ進む 『資本論』 の論理展開である, と述べるのである。

(13) マルクスは, 「奴隷制にもとづく生産を高価にする事情の一つ」 と して, 奴隷による生産手段の浪費を

あげる。 それは, 奴隷制という生産関係に生産手段の特殊性が対応し, もって独自の生産様式 ・生産力を

形成する例である。 - 『資本論第 1巻 1』 257ページ。

(14) スターリ ン 『弁証法的唯物論と史的唯物論』 125ページ, 石堂清倫訳, 大月書店1954年。

(15) マルクス 『資本論第 1巻2』 738ページ。

(16) 同 『哲学の貧困』 174ページ, 山村喬訳, 岩波文庫, 昭和25年。

(17) ここでは, 視界を土台に限定し, 上部構造については無視した。 もとより, 土台における人間の行為は
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意識的である。 『批判』 序言の定式を, この側面から検討したものと して, 山之内靖氏の説- 『マルク

ス ・ コ タ ンタールⅣ』 現代の理論社昭和47年所収- が注目される6
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3 。 所有論と生産様式論

マ ル クて言えば, 生産力抜きの生産関係視点である。 それに対するおびただしい批判

資本主義的生産の再生産運動と しての把握から明らかにされたように, 再生産の見地から

は, 所有と生産との区別は消え, 所有は, 生産の中でその概念を豊富化してゆき, それによ

って生産の運動を自己の内に包摂する ものと して, 社会的生産様式の歴史性を位置づけてゆ

く途上に現われる。 社会すなわち生産関係の総体の仕組も生産力のそれもこの社会的生産様

式の運動の中でのみその真の姿を見せる。 この見地から, 所有と生産様式に関して展開され

た論議 の二三 を 検討 してみたい。 スターリン的な 「史的唯物論」 の線上に立つ経済学

は, 資本主義的生産を本質的に搾取お よびその強化過程の側面においてとらえた。 極めつげ

スその人に依存する, 回帰する とい う主観的意図のもとに行なわれたものに限定してもー

は, 労働過程論に依拠しつつ資本主義の生産力的側面を強調した り, あるいは所有 ・生産関

係概念の再検討, 「交通関係」 や 「分業」 の強調, を行った。 分業や交通は, そのブ属性に

おいて所有の一契機を, したがってまた社会的再生産過程の一契機を, 構成するが, 直接的

生産過程に即しているここでは省略したい。 また実際, 分業や交通を所有や生産関係に対立

させるこ とが必要なのではな く , 各範躊に明確な規定と関連を与えることが必要なことであ

林直道氏は, 「マルクス主義歴史観の原則」 は, 人類史の三大区分, 「原始共同体一階級社

会一社会主義・共産主義」 である, と主張するク) 「奴隷制, 農奴制, 資本主義」は, その差
異にもかかわらず, 「階級分裂の社会, 搾取にもとづ く社会という, よ り根本的な問題では
共通性を もっている」 (3) から, 一括される。 階級= 搾取区分が林氏の人類史把握の基礎であ

り, したがって, その内容を規定する ものが社会を決定的に特徴づける。 「所有関係という

ものが, 生産手段の所有形態を基軸と して, それぞれの社会構造を決定し, 搾取様式を決定

する……。]4)「生産手段の所有形態, したがってまた生産手段所有者と労働者=直接生産者と

め関係が, 社会構造の究極の決定要素である……。」(5霖氏は, マルクスに依拠しつつ, 「所有
とは生産関係の総体」 すなわち社会構造に他ならないことを述べるが, 上の引用に見るよう

に, 生産関係の総体の分析の中から所有を見るのではな く。 所有の規定から生産関係の総体

= 社会を見, 後者に歴史的規定を与え る。

基軸と しての生産手段所有を 「生産手段所有者と労働者との関係」 においてとらえること

は, 林氏も引用しているように, マルクスのものである。 「生産条件の所有者の直接的生産

者にたいする直接的関係- この関係のその都度の形態は当然つねに労働の仕方の, したが

ってまた労働の社会的生産力の, 一定の発展段階に対応しているー , この関係こそは, つ

ねに, われわれがその内に社会的構造全体の……隠れた基礎を見いだすところのものである9」

この 「生産条件の所有者の直接的生産者にたいする直接的関係」 は, 林氏がマルクスから引

用しているように, 労働者と生産手段 との結合が 「実現される特殊な仕方 ・様式」 であ り,

まさに所有関係の基軸である。 が, 所有をこ う表現したところでそれは同義反復であ り, 所

有の内容が説明されたのではないご)上のマルクスの命題は, 所有の内容ではなく意義を語っ
たのである。 社会的構造全体の基礎的意義を有する, この 「生産条件の所有者の直接的生産

者にたいする関係」, すなわち生産手段の所有関係こそ, 社会的生産過程の中で解明されねば
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ならない。 マルクスにあっては, その関係が労働様式 ・生産力段階に照応するものと して語

られているー この照応の形態こそ解明すべき課題である のに, 林氏にあってはその点

が欠落して しまう。 林氏における 「生産手段所有者と労働者との関係」 は即, 階級= 搾取関

係である。 氏の所有一 生産関係一 社会構造の理論には, 少 く と も直接的には, 生産力範

躊は一切入って来ないのである。 だから, 所有= 生産関係をば, 一定の生産力 ・労働様式に

規定された直接的生産過程の現実的運動においてとらえるのではな く , その一側面たる剰余

労働の擦取それ自体を見, それから生産手段の所有を と らえるだけである。

だが, 搾取の有無と 「生産手段所有者と労働者との直接的 ( とい うこ とは生産過程におけ

る) 関係, とは, 同じこ とではない。 「いつでも, 社会の一部の者が生産手段の独占権を握

っていれば, いつでも労働者は, 自由であろ うと不自由であろ うと, 自分自身を維持するた

めに必要な労働時間に余分な労働時間をつけ加えて, 生産手段の所有者のために生活手段を

生産 しなければならない。」 (8)しかし, この文章から, 剰余労働の搾取にもとづく社会は一括さ

れるべきである, とい う結論はでて来ない。 そこでは, 所有が異なる生産様式の中から抽象

されて, その限りでの共通性におかれているにすぎない。 実際は逆である。 「乗り余労働が直

接生産から, 労働者から取 り上げられる形態だけが, いろいろな経済的社会構成体を, た とえ
ば奴隷制の社会を賃労働の社会から, 区別する。」 (9)見るとお り, 剰余労働の搾取形態におい

て, 共通性ではな く区別が述べられている。 「生産手段の所有者と労働者との直接的関係」

は, 単なる剰余労働の搾取一般ではなく , その形態を意味するのであ り, だからこそ, 社会

と社会的生産様式を特徴づけるこ とができるのである。

加えて言えば, 上の命題は, 『資本論』 においてそれが定立された箇所, 「労働日」 にお

いて「証明」されているのではない。そこでは,資本関係にもとづく労働の搾取関係一般への還

元が, つま り資本主義的生産関係が搾取関係であることの証明が, 述べられ, その上で搾取

形態の差異にもとづ く経済的社会構成体の差異が前提されているにすぎない。 搾取形態の差

が社会の種差であるこ とは, ここでは証明されてはいないし, また与えること もできないの

である。 その証明は資本の再生産過程の中でのみ与えるこ とができる。 同様に, 「労働過程」

における, 「どのようにして, どんな労働手段でつ く られるかが, いろいろな経済的時代を

区別する」, とい う命題も, そこでは証明されていないのである。 その証明もまた資本の再生

産過程の分析に属することである。 そのなかでこそ, 一見別に見えた上の二つの命題の統一

もまた与えられるのである。

林氏は, 所有= 生産関係を生産様式の現実的構造とは独立に規定し, それとは別に生産力

をも独立に規定し, その上に生産様式概念を樹立する。 すなわち, 生産様式は生産力を捨象

した生産関係的側面と生産関係抜きの (林氏には生産関係が生産力の一要因を成すとい う考

えは全然ないから) 生産力的側面との統一である。 氏自身の言葉で見よう。 「生産様式は,

……生産力的側面をあらわす労働様式と, 社会関係的側面をあらわす生産関係 ・所有関係と
の二つの面をふく んだもり と しての生産の仕方, 様式にほかならない6」 (1゙ 「生産関係とは,

生産様式の根幹をなすとはいえ, この具体的な生産様式のなかから労働過程側面を捨象して

とりだされたものであり,」こ他方, 「この場合, 注意を要するのは, たんに労働の技術的
諸条件, 技術的諸過程だけでな く , その 『社会的』 諸条件, 『社会的』 諸編成も数えられて

いる とはいえ, これらは社会的な生産関係, 人々の社会的生産関係を さすのではないこ とで

ある。 これらはまったく生産関係を捨象した労働過程上の様式をさしているのである。」(1゙規

定の明確さ, 主張の一貫性について, 何 も付け加えるこ とはない。 「具体的な生産様式」 と

いわれているとはいえ, それは, 互いに独立した, 所有一生産関係一階級= 搾取関係の側面
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と, 労働過程一労働の 「社会的」 条件一生産力との混合と して構成される以外の何物でもな

卜。 生産力と生産関係のこの分断, 現実の労働過程における労働者の 「社会」 を抜きに した

生産関係の規定, それが所有, 生産手段の所有内容の独立的規定を貫卜ているこ とは, 見や

す卜であろ う。

この分断は林氏だけのものではな卜。 次に, 別の主張を行っている田口富久治氏の説を見

よう。 「マルクスの歴史把握の特徴は, 歴史的生産様式と経済的社会構成の継起的展開を,

一方では生産関係視点, すなわち 『直接生産者と生産手段の所有者との直接的関係』 を視点

と して, 無階級社会一 階級諸社会一 無階級社会の展開と しておさえ, 他方では, 労働過

程論的, 労働様式的視点, すなわち 『直接生産者とその生産手段との関係』 とい う視点から,

それらの結合= 癒着を特徴とする前資本主義諸社会一両者の完全分離を特徴とする資本主義

社会一両者の再結合を特徴とする社会主義社会の展開と しておさえ√この両視点の統一と し

て, 特定の歴史的生産様式の特徴を把握している点にあ ります。」 (13’

二視点から成るマルクスの歴史把握。 田口氏はそれを, 「生産関係的観点からする所有と,

労働様式, つまりは生産力的観点からする所有の統一として理解できる」ごと表現する。だが
別々の視点の 「統一」 は, 一体, どんな座標を示すのであろ うか。 その 「統一」 からは, 現

実の生産様式と社会の歴史性は, どこまでも二様にしか表わしえな卜。 なぜなら, 両者の交

点が全然示されな卜のだから。 それは完全な二元論であ り, 機械的並置であって, 現実の統

一体の有機的結合を示すこ とはできない。 両者に 「所有」 と卜う規定を与えても無駄である。

それはただ, 所有概念を相交わるこ とのなレニつの範躊に分裂させるだけのことである。 田

口氏は, 生産関係と労働過程の両者に所有を見い出すことで, 両者の同一性を事実上述べて

いるのだ。 しかし生産力と生産関係の分断的把握が, その同一性を理論的に明示するこ とを

妨げて しまって, かえって所有概念の分裂になって しまった。

林氏の所説と田口氏のそれにおいて, 生産関係的側面の内容は同一である。 相違は, それ

を歴史の視点にするか, 一つの歴史の視点にするか, である。 生産力的側面につ卜て・もそ う

である。 相違は, それを歴史の視点に入れないか, 所有とい う規定を与えて一つの歴史の視

点とするか, である。 すなわち, 生産様式を生産関係的側面と生産力的側面との統一と して

把握する点では同一なのであ り, ただ, 田口氏が二つの側面を所有と歴史規定の要因にまで

発展させただけのことなのである。

芝田進午氏, 芝原拓自氏, 島田豊氏は生産力的側面の上に生産様式概念を樹立する。 その

主張を最初に展開した論者, 芝田氏は次のように述べる。 「人間の自然にた卜する支配力,

すなわち生産力は, 労働の技術と組織の統一を媒介と してのみ実現するが, この統ブの様式,

すなわち生産諸力の結合の内的構造が生産様式あるいは労働様式であって, この生産様式に

照応して, 生産諸関係, すなわち生産手段の所有諸関係, したがってまた生産手段の分配関

係がと りむすばれる。 もちろん, 生産諸関係は生産様式を, したがってまた生産力を規定し

かえすのであって, そのかぎ りで生産様式, 生産力は具体的 ・歴史的な形態を と ってのみ,

……実存する。 たとえば大工業は資本主義的あるいは社会主義的 ・共産主義的大工業と して

のみ実存するので̀ある。」 (19生産様式は, 上のように, 生産諸力の結合様式, 「労働過程の技

術と組織の結合様式」, あるいはマルクスに したがって, 「労働過程の技術的ならびに社会的

諸条件」, と定義される。 いずれも労働過程的, 生産力的側面であ り, したがって, 生産様式

の規定のためには, まずそれらの内容が分析されねばならない。 すなわち, 生産の概念が生

産様式のそれに先行せねばならず, 実際, 氏の著書では 「生産力」 あるいは 「生産諸力」 が

技術 と結びついて, 生産様式か ら独立に展開される。 こ こ ではその内容に立入る必要は
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生産関係
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労働過程的所有
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な卜。 氏の著書のなかでは, それが生産関係とは独立に展開されて卜ることだけを触れてお

けばよいご
生産関係もまた, 生産力とは独立に定義される。 その限 り, 林氏の方法と同一であ り, ま

た生産関係の内容規定も, 引用に見るように, 林氏のそれと同一である。 独立存在であると

規定した上で, 生産関係の生産力への照応と, 前者の後者への反作用, そ してその反作用に

よって生産力= 生産様式が 「具体的 ・歴史的な形態」 を とる。 芝田氏にあっては, 生産様式

は生産関係に形態規定されることによってのみ, 具体的 ・歴史的実在となるのだから, それ

自体と しては抽象的 ・非歴史的あるいは歴史貫通的である。 もと よ力, 生産関係のない生産

様式は存在しな卜のだから, かかる非歴史的な生産様式= 生産力がはだかで出現するこ とは

な卜。 しかし, 上のような芝田氏の定義から必然的に, 「生産力は内容であ り, 生産関係は

形式であって」, 内容は, 形式さえ取 り替えれば, そのまま新たな形式の中へ, いわば中味が

容器を取 り替えるように, 移行できるのである。 大工業とい う生産様式が資本主義的ある卜

は社会主義的とい う形式を と りうる, とい う氏の言葉は生産様式一生産力と生産関係との疎

遠な関係を端的に物語る。

そこにあるのは, やは り生産力と生産関係との分断である。 あるいはよ り限定すれば, 生

産力構成を生産関係な しで, それを内容規定とせずに, 行 う立場である。 実際, 林氏が, 労

働過程の社会的諸条件 ・諸編成は生産関係には入らない, と主張するのと同じ く , 芝田氏は,

生産力の要因と して労働の組織的過程の意義を強調するとはいぇ , それは協業と分業それ自

体としてとらえられ, 生産関係としてはとらえられてぃないごそのような把握は, 生産関係
をば生産力から切断した上で生産手段の所有関係と して と らえれば, 必然的でなある。

それぞれの論者の定義は次のように表現するこ とができよ う。

生 産 様 式 生産様式 ・経済的社会構成

生 産 力

労働過程

労働組織

生産関係

生産関係的所有

階 級

所有
↓
生産
(取得)
↓

所有

匹 ]
生産関係 ・階級

犬 サ]
生産様式
= 生産力

もとよ り, 生産力と生産関係との照応ある

いは相互規定関係は, それぞれ独自な色合い

を もつとはいえ, 各論者が認めるところであ

るご私自身の考えは右のようである。

51

・所有 ・階級

生産様式

生 産 力 ,

労働過程 ・労働組織

生

産

関

係

あるいは,

芝田 進午



q

S

2

E
I

ぐ

ぐ

a

a

マルクス, 『資本論第 1巻 1』 305ページ。

同, 同, 282ページ。 大

林直道, 前掲書, 176ページ。 。- ・ ¶ ■

(12)同, 「史的唯物論と 『生産様式』 の問題」, 『科学と思想N0.13』 141, 138ページ, 新日本出版社, 1974

年 7月。

田口富久治 『マルクス主義政治理論の基本問題』 141ページ, 青木書店1971年。

同, 「マルクスにおける歴史認識と所有論」, 『科学と思想N0. 2』 154ページ, 1971年10月。

芝田進午, 『人間性 と人格の理論』, 80̃ 81ページ, 青木書店1961年。

芝原氏は, 明確に, 「 (生産様式一引用者) それ自体は, 生産手段の所有関係や生産物の分配関係を捨

注

(1) 望月清司氏のように, 所有と分業, 「資本家社会」 と市民社会を対立させるのは, マルクスの思想の解

釈に限定すれば, 間違いである。 黒人奴隷の関係を, 「プラ ンテーショ ンで生産され搬出される綿花が商

品と して市場で流通するという関係であって, プランターと黒人奴隷のそれ, つまり垂直の, 教義体系に

いわゆる 『生産関係』 ではない」, と解するのはひどすぎる。 一 望月清司 『マルクス歴史的理論の研究』

311ページ, 岩波書店昭和48年。

(2) 林直道 『史的唯物論と所有理論』 165ページ, 大月書店1974年。

(3) 同, 同,- 164ページ。

(4), (5) 同, 同, 97̃ 98ページ。

(6) マルクス, 『資本論第3巻 5』 1015ページ。

(7卜 「スターリンは, これ (生産関係範躊一引用者) をいったん 『生産過程における人と人との相互関係』

としたあとで, よ り狭く生産手段の所有, 支配関係と再規定している。」 (大野節夫氏。 『講座史的唯物論

と現代 2理論構造と基本概念』 112ページ, 青木書店1977年。) この 「再規定」 は 「よ り狭 く 」はない,後者を

生産過程における運動と して と らえさえすれば。 狭いのはスター リンがそれに与えた規定である。
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③

(①, ②, ③は 「フィード ・バック」 過程―引用者)

「このよ うに, フ ィー ドバッ ク概念を導入するこ とによって, 唯物史観の構図は自動制禦理論に近接し

た質を帯びるこ とがわかる。 そのこ とによって, 人間総体は, 上部 ・下部構造に規定された従属的存在か

ら逆にそれを制禦 ・調整する積極的存在と して出現するし, 自然をも含み込んだフ ィー ドバッ クの成立に

よって, 旧来の生産力 ・生産関係にのみ限定された教条主義 ドグマの変更を迫っている。」 (蒲生猛, 「日

本における構造改革一自主管理戦略の構想」, 『現代の理論』 1976年 6月号, 15ページ)

まさに 「構造改革型」 / 生産力と生産関係との矛盾に対する得意の微調整, それを 「下部構造」 の左手
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象したところの, 労働過程 (→生産力) の技術的 ・社会的結合の内容規定をなす範躊である」 と述べる。

(芝原拓自, 『所有と生産様式の歴史理論』 23ページ, 青木書店1972年。)

(功 芝田氏と同様な生産様式規定を主張する島田豊氏はやはり明確にこ う述べる。

「労働組織は, 現実には, 生産力の諸要素の結合様式と生産関係の結節点に位置しているこ とによって,

生産力的性格と生産関係的性格との二重性をおびるのである。 しかし, その二重性を分析するためにも,

生産関係の概念からは区別されねばならない。」 (島田豊, 「永田広志と史的唯物論」, 『科学と思想NOユO』

181ページ, 1973年10月。) 「結節点」, 「二重性」 ではな く , 一つの統一体の複合的二要因なのだ。

(18) 蒲生猛氏は, 次の 「構造改革型唯物史観の構図」 を掲げる。

→
|



に自然, 一つとんで右手に人間 (上部構造は単なる トンネル役, と く に フ ィー ド ・バ ッ ク過程からの欠落

。/ ) を置き, 「自動制禦理論」 で武装 した, とい うわけである。 しかし, 実際には, 生産関係こそ生産力

の要因であ り, 人間意識の規定者であって, その 「フ ィー ド ・バ ッ ク」 とはアクセルを踏むこ と, そ して

時に乱暴に, 急ブレーキをかけることではなかったか。しかも「人間」 ではな く国家がその乱暴な運転手と

して。 人間を生産関係から切 り離し自然の反対極にもっていったことは, 社会的存在と しての人間の希薄

化 ・有機的自然と しての人間の否定, すなわち人間の観念的純化にほかならない。 しかし, 自然もまた自

分の 「フ ィー ド ・バッ ク」 を もっていて, それが公害等々ではないのか。 ここでもやはり, 生産力と生産

関係の分断が, 一つの統一的全体と しての自然= 人間= 社会の相互規定的活動をバラバラにしてしまった

よ うである。
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再生産の見地からは, 所有は直接的生産過程の結果と してそれを 自らの内に包摂するもの

と して現れた。 そこでは, 所有は独立した範躊でも静止した関係でもない。 所有は生産関係

もまた同様であるが, 生産様式の運動すなわち再生産の一側面, 様々の局面を経つつ したが

ってその局面ごとに独自の姿を と りつつ進む運動の総体, である。 「ブルジ ョア的所有を定

義することは, ブルジ ョア的生産めあらゆる社会的諸関係を説明することに外ならない」。こ

の文における 「説明する」 とは, まさにブルジ ョア的生産様式の分析をその運動において行

うこ とに他ならない。 本源的蓄積論における所有, あるいは本源的蓄積が所有の収奪と して

定立されていること, め根拠は所有における再生産運動の包摂にあ り, したがって, 『資本

論』 第4章ではな く第24章で行われるのである。 以下では, 第24章の内容の一般的な解釈を

行うのではな く , 本源的蓄積論における所有概念に資本主義的再生産の運動がどのように包

摂されているかを見るだけである。

資本関係の創出と しての本源的蓄積は「労働者を 自分の労働条件の所有から分離する過程」

と して示された。 「自分の労働条件の所有」 は, 一見すれば, 「自営農民などの場合のよう

に生産手段が彼等のものである」 形態そのものを表すように見え, また24章第 1節における

この規定は同第7節における 「自分の労働にもとづく私有」 あるいは 「労働者が自分の取 り

扱う労働条件の自由な私有者である場合」 と同義であるように見える。 1節と 7節との照応

とい う観点からもその方が都合がよい。

しかし, そのような推論は, 第 1節の規定が 「生産者と生産手段との歴史的分離」 と して

資本主義的生産様式における両者の現実的分離から引き出されたこと, そのことから第一に,

自由な労働者が, 自営農民と と もに 「奴隷や農奴などのように彼等自身が直接に生産手段の

一部分である」 労働者に対置されていること, 第二に, 「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, この隷属の形態変化

に, すなわち封建的搾取の資本主義的搾取への転化にあった3 という命題が一般的な形で与

えられていること, これらを考慮した場合尚検討を要するこ とである。 さ らに, 『資本論』

第2巻における, 「自分の労働力を売ることが……諸商品の生産の社会的に決定的な前提と

して現われるというこ とは, ……生産手段と労働力との本源的な結合を解きほどいた歴史的

な諸過程を前提七ている。 ……その場合, この結合がその分解以前にどんな形態をもってい

たか, それは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/ 1) という命題, あるいは「諸形態」における「自由な小土地所有, ならびに東洋的共
同体的土地所有を解体するこ と」, とい う命題を も考慮しなければならないだろ う。

4 。本源的蓄積における所有
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ここでは明らかに, 「労働者の隷属状態」 = 搾取は, 労働者の生産手段非所有ではない。

封建制から資本制への移行が, 一方でこの隷属の 「形態転化」 と して, 他方で自分の労働条

件の所有からの分離と して, 述べられているのだから。 言卜換えれば, 封建的搾取から資本

主義搾取への転化は, 隷属とい う点では単なる形態転化であっても, 所有とい う点では根本

的変化を含んでいるのである。 そこに, 先に引用した命題, 生産手段の独占= 労働者の非所

有= 剰余労働の提供, とは, 同じ 「所有」 とい う語を, しかも同じ く生産手段にたいするも

のと して, 使用しながらも, 次元が異なって卜る。 労働者の非所有= 搾取の命題では, 所有

は種々の生産様式に共通するこの側面を抽象して (抽象的に) 取 り上げているのに対し, こ

こ本源的蓄積論では, 労働者の所有は一つの生産様式の全運動を包摂するものと してと り扱

われているのである。 資本関係の生成以前にあっては, 封建的搾取すなわち封建的領有は労

働有の所有を否定するものではない。 唯, 資本関係の生成過程においてのみ, 24章の描写に

見る如く , 封建的領有権の発動が農民の所有を収奪してゆく のである。

ここに, 労働者の労働実現条件所有は生産そのものにおげる関係であって, 労働者が隷属

しているにせよ自由であるにせよ, 剰余労働を搾取される卜るにせよそれを我物と して取得

しているにせよ, 労働者は生産手段を自分のものと して取扱い, 自己の労働の中でその条件

を直接に再生産してゆ く関係であ り, その結果と して 「自分の労働条件の所有」 を形成する

関係である。

それに対 して, 第7節, 「労働者による生産手段の ( 自由な) 私有あるいは 「諸個人の自

己労働にも とづ く分散的な私有」 は, 明らかに 「私有」 に一力点が置かれている。 それと資

本主義的所有とが, 「社会的, 集団的所有の対立物」 という共通性を与えられた上で, 「労

働者のものであるか否か」 という異質性を提起される。 後者の区別は, 形式的には私有と し

て同質なのだから, 所有それ自体から与えられるものではあ りえない。 また, 道義的見地か

らのもので もあるはずがない。 その区別は, 所有が包摂している生産様式の区別以外にはあ

りえない。 所有はそれによって内容を与えられるのだから。

ここ本源的蓄積論では, 非労働者の 「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 く資本主義的私有」 である。 それは, 資本主義的再生産の見地からす

れば, 単に形式的な資本 ・賃労働関係の形成を意味するだけではない。 それは, その所有関

係を基礎と して成立する資本主義的生産様式= 資本主義的大経営である。 その点こそ, 資本

主義的私有に内実を与え, したがって, 小経営の基礎を成す 「個人の自己労働にもとづ く分

散的な私有」 に対立させるものである。 両私有の区別は小経営と大経営の区別である。

したがって, 第 7節は, 小経営から大経営への社会的生産の発展を主題にしているのであ

り, それを所有にお卜て表現するのである。 第 1節が資本主義的所有= 生産関係の生成それ

自体を提起 したのに対し, 第 7節は前資本主義的生産形態と資本主義的生産とを社会的生産

発展において位置づける。 第 1節における 「労働者の労働実現条件の所有」 という設定と第

7節における 「労働者の生産手段所有」 との差異は, その次元の差異にあるのではないだろ

うか。 第7節では, 社会的生産の発展が問題と されるから, 小経営一般ではな く , 「繁栄し,

全精力を発揮し, 十分な典型的形態を獲得する」 場合, すなわち自由な私有者である場合,

を設定する。 そこにおいて, 小経営的諸生産様式のなかでの最高の発展形態が示され, それ

によって社会的生産の発展の連続性が定立され うる。 ただ し, それは 「一つの世界史」 的変

革によってのみ実現されるこ とであるが。 こ う して, 第 7節では, 第 1節における本源的蓄

積を深い裂目とする断絶だけではな く , 所有と生産様式の継承と否定を定立する。 い うまで

もな く , 「否定の否定」 がそれであ り, そのゆえに 「資本主義的蓄積の歴史的傾向」 (蓄積
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においてのみ資本主義的生産の現実的 ・歴史的発展は現れる) が示されるのである。

自己労働に もとづ く私有= 小経営から他人の 「自由な」 労働にもとづ く私有= 資本主義的

大経営への発展を, マルクスは, 「労働の社会化」 と, 「生産手段の社会的に利用される生

産手段すなわち共同的生産手段への転化」, ある卜は簡単に 「生産手段の集中」 と して表す。

小経営において 「生産手段の分散」 と 「協業や分業……の排除」 とが照応し合うのと同様に,

大経営における 「生産手段の集中」 と 「労働の社会化」 も照応する。 それは大経営の本質的

内容七あり, 大経営の形成のみならずその発展もまたこの両範躊の発展と して表わされる。

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

段の転化, 結合的社会労働の生産手段と しての使用によるすべての生産手段の節約,世界市場

の網のなかへの世界各国民の組入」等は, もちろんそれぞれ独自な要因であ り, 独自な物質的

・社会的基礎を有するものではあるが, 上の二つの本質的要因の上にはじめて発展しうる。

それらは, それ自体と しての, 裸の, 要因 ・過程と してではな く , まさに資本主義的形態

を と って, それに刻印されて現れる。 資本主義的生産のもとでの社会的生産の発展は, 一方

において社会的生産力の発展および生産の社会的 ・共同的性格の発展であると と もに, 他方

において資本主義的所有と生産関係の発展およびその独自な諸結果の発展でもある。 ただし,

マルクスのこの過程描写は, 協業, 「資本主義体制の国際的発展」にしても, 他方, 利益独占

者たる大資本家数の逓減, 貧困 ・抑圧等の増大, それに対する訓練され組織される労働者階

級の反抗にしても, 特に現代に至る射程を考えると, 多少問題を残すようには思われる。 前

者にしても後者にしてもその内容や性格, さ らに前者と後者との必然的な関連について, 幾

多の論義が行なわれているし, 今後も必要なことであろ う。 が, それらは資本蓄積過程に属

する問題であ って, その過程を前提し, その過程と資本主義的生産との関連すなわち再生産

的関連だけを問題にしているここでは, 省略したい。 ただ, 私は, マルクスは前者, 社会的

生産の発展の性格についてはあま りに楽観的であったように思う。 それが次の命題にも尾を

引いているよ うである。

「資本独占は, それと と もに開花しそれのもとで開花したこの生産様式の栓桔となる。 生

産手段の集中も労働の社会化も, その資本主義的な外皮とは調和できな く なる一点に到達す

る。 そこで外皮は爆破される。」資本独占すなわち資本主義的所有 ・生産関係の資本主義的生

産様式にと っての栓桔化 後者は前者 「と と もに」 「のもとで」 開花したのだから, 前者

は後者にとってその条件であったわけだがー , その必然性をマルクスは直接的生産過程の

範囲内では相対的剰余価値論から資本蓄積論において展開し, それを引用文の前で要約して

いるが, その過程の内容を省略した本論文では, 単に前提せざるをえない。 問題とすべきは,

資本主義的生産様式の条件であったものからその桂桔化への転化を定立した仕方, すなわち

内容と しての 「生産手段の集中」 と 「労働の社会化」 と 「外皮」 と しての資本主義的関係と

の非調和化という表現である。 それは, あたかもこの 「外皮」 が社会的生産の発展とは別物

であって, 外皮の爆破によって労働の社会化と生産手段の集中とにふさわしい別の 「外皮」

を まと うこ とができるように見える。 この点を考えると, マルクスによって描かれたいわゆ

る 「否定の否定」 の論理も, 「第一の否定」 とは, 同じく継承= 否定の両側面を有しながら

も, 一つの色合いの違いを もっているよ うに見える。

「第一の否定」 すなわち自分の労働にもとづ く個人的な私有の否定と資本主義的私有の形

成は, 単に所有の変化だけにとどまらず, 「資本主義的生産様式から生まれる資本主義的取

得様式」, 「自分の労働にもとづく個人的な私有」 という表現に見るように, さ らに第25章近

代植民理論中の 「正反対の経済制度」 「二つの生産様式の対立」 という表現に見るように。
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同時に生産様式の変化をも包摂する。 自己労働にもとづく 私有から資本主義的私有への 「否

定」 で継承されるのは, 私有ではな く , 生産手段の分散 ・孤立的労働からその集中 ・共同的

労働への転化における社会的生産の発展という軸である。 ただし, その継承は生産様式の根

本的変化をつ う じてである。 それに対 して, 「否定の否定」 では, 明らかに社会的生産の発

展は継承される。 再建される 「個人的所有」 の基礎となる 「資本主義時代の獲得物, 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」 とはその内容で

ある。 そ してこれは, それまでの論理展開から して, 「生産手段の集中と労働の社会化」 で

ある。 すなわち, 資本主義時代に形成され, あるいはそれを形成七, その中で発展し, つい

に資本主義的所有 ・生産関係を栓桔と感ずるようになったものである。

この 「資本主義時代の獲得物」 と・は, 「資本主義時代をつ う じて資本主義ののちに達成さ
れる成果」 (2) で̀ある, とい う主張にかんして言えば, それは 「共同占有」 ( 『資本論』 初版

では 「共同所有」 ) の語義, 所有概念の独立性を優先させた思想である。 「共同占有」 「共

同所有」 は, ここでは, 協業労働者に よる 「土地やその他の生産手段の社会的に利用される

生産手段すなわち共同的生産手段への転化」それ自体の行為である, と解されようj3)とはい
え, 資本主義時代の形成物が, ただ 「外皮」 を爆破しさえすれば, そのまま再建される個人

的所有の基礎をなすかのように描いているマルクスの文章にも問題はあろ う。「第一の否定」

とは違うて, 「否定の否定」 では所有の否定だけが行われ, 「資本主義時代の獲得物」 はそ

のまま継承されるかのようである。 このよ うな社会的生産の発展にたいするマルクスの楽観

的態度は, 「否定の否定」, に引き続 く 次の文にも現われている。

「諸個人の自己労働にもとづ く分散的な私有から資本主義的な私有への転化は, もちろん,

事実上すでに社会的生産経営にも とづいている資本主義的所有から社会的所有への転化に比

べれば, 比べものにならないほど長 く て困難な過程である。 前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, 今度は民衆による少数の横領者の収奪が行なわれる。」

この転化の難易度比較は, もちろん直接には引用文の後半部を受ける。 しかしそれだけで

はな く , 自己労働にもとづく私有からの転化が同時に小経営から大経営への転換であるのに

対し, 資本主義的所有からの転化は, 「事実上すでに社会的生産経営」 であるものから 「事

実上すでに」 を取 り去る転換, いわば大経営の形態転換にすぎないという考えが, そこにあ

しかし, 所有を一つの生産様式の再生産活動の中で考察する見地からは, 社会的生産の資

本主義的形態は, 単なる外的形態規定, あるいはある本質的な要因に追加的にかぶさった非

本質的特徴, というこ とではあ りえない。 それは, 社会的生産の, 協業と共同的生産手段の

利用との, 独自の組織 ・結合様式以外の何物でもあ りえない。 そこでは, 社会的生産経営の

条件が資本主義的所有 ・生産関係を規定する。 とはいえ, まさに後者が前者を組織するため

に成立した ということを意味する。 前者は後者な しには発現できない。 それゆえ, 資本主義

的所有から社会的所有への転化がたとえどれほど容易であるにせよ, そのことは社会的生産

経営全体の, 一つの生産様式の, 転換を意味し, 新たな, 異なる原理の支配を意味する。「否

定の否定」 は, やはり, 「第一の否定」 とおな じく , 所有と ともに生産様式の根本的転化で

あ り, 生産様式の転換があるから所有の転換が意味を もつ関係にある, と解さねばならない

だろ う○ ’ I

マルクスが 「否定の否定」 を資本主義時代の獲得物に基礎づけられた個人的所有の再建,

と表現した こ とは, その所有に基づきそれに内容を与える生産様式の組織原理を も示すであ

ろ う。 個人的所有それ自体は, ヂ再建される」 とあるとお り, 「自分の労働にもとづく個人
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的な私有」 から 「私的」 を除いたものに他ならない。 資本主義的所有すなわち 「自己の労働

の生産物の私的所有は, 労働と所有との分離に同じであること, その結果, 労働は他人の所

有をつ く りだすにひと し く , 所有は他人の労働を支配するにひと し く なる」 のだから, 「否

定の否定」 自体は単純極まりないことであるク)ただし, それは分散的な所有としてで̀はなく,
協業と生産手段の共有を基礎と して。 それは, 労働者と労働実現条件の本源的結合ではな く ,

その意識的な結合である。 丁社会は, 個人からな りた っているのではな く て, これらの個人

がたがいにかかお りあっている諸関連, 諸関係の総和を表現している」 (6) のだから, 個人の

労働実現条件にたいする所有は, 同時に, その諸関連, 諸関係の総和, 所有者相互を結合す

る共同体, 自覚的協同体を も意味する。 「共同の生産手段で労働し自分達の沢山の個人的労

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」 である。 こ

のよ うな協同体の原理を 「個人的所有」 とするのは, 「生産とはすべて, ある一定の社会形

態の内部で, その媒介によって, 個人の側からする自然の取得である」, と卜う思想の適用に

ほかならない。それはまた, 社会的生産の推進原理を, 剰余価値追求を規定的動機と して 「生

産のための生産」 を行う資本主義的生産 とは異なる形で, また生産の結果それ自体を生産の

目的とする, そのための手段と して生産力の発展を 自己目的にするとい う形ででもな く , 生

産そのものにおける人間の自己実現とする形で, 組込んでゆかねばならないであろ う。 生産

は自然の取得であると ともに, 人間自身, 有機的自然と しての人間の形成でもある。 それ自

体が生産の目的であ り, 生産様式の運動法mでなければならない, それな く しては, 生産は

他のための手段にと どま り, 個人的所有は 「事実」 とはならないのである。
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(1) マルクス, 『資本論第2巻』 ③44ページ。
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ページ, 法政大学出版局1977年。 L ‘・ 。¶ -

蛇足と して, 同様なマルクスの用語法を挙げておく。 「資本主義制度の積極的獲得物 (diepositiven

Errungenschaften ¬ 24章の語と同一。)

「資本主義的生産が人類を豊かにした獲得物 (同上)」, 以上 「ザスーリチの手紙への回答の下書」『マ

ルクス ・ エ ングルス全集』 第19巻387, 394ページ。

「ブルジョア時代の所産 (die Ergebnisseder bUrgerlichen Epoche), すなわち世界市場と近代的生

産力ふ 『マルクス ・ エ ングルス全集』 第9巻, 217ページ。

(4) 「今や, 反資本主義革命は, 高度に生産的な資本主義的機構から, ある『邪魔物』をはぎと り, 労働条

件を改善し, 工場制度に 『労働者統制』 とい う形式的構造をつけ加え, 蓄積と分配との資本主義的機構を

社会主義的計画で置き換える, と った事柄であるとますます考えられるよ うになっている。」

(Harry-Braverman, Lavor and Monopoly Canital, pp. 12- 13, New York, 1974)

ブレイ ヴァーマ ンは, この著書を このよ うな思想の批判, 卜「資本主義社会の労働過程, ならびにそれが

資本主義的所有関係によって形成される特定の方式, の研究」 にさ さげている。

(5) 所有の基軸は生産手段の所有にあることを強調してやまない林直道氏が, 「再建される個人的所有」 を

消費財の所有と解するのは, 全く皮肉である。

(6) マノレクス, 『要綱II 』 186ページ


