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資本論第 4 篇の主題
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神 田 敏 英

岐阜大学教養部経済学研究室

(1981年10月 5 日受理)

| 。 「相対的剰余価値の生産」 に至る論理展開

資本論第 1巻の篇別を見ると , 第 1篇商品および貨幣 , 即ち商品生産並びに流通の分析と ,

第 2篇以降資本の生産過程の分析とは論理次元が明らかに異な り, そのことによって篇が分

けられて卜ることが自明である。 両者の接点 , さ らに言えば第 1篇の次元の上に新たな条件

を設定 して資本概念を定立する箇所は, 唯一つの章で一つ の篇の地位を与え られる ( フ

ランス語版資本論では第 2篇は3章に分けられるが ドイツ語版の3節と異ならな卜構成であ

る) 。 その上に第 3篇絶対的剰余価値の生産 ,第 4篇相対的剰余価値の生産, 第 5篇絶対的お

よび相対的剰余価値の生産と続く。 この 3篇は剰余価値の生産を取 り扱ったものと してその

後の篇とは次元が異なる。 本論文は, このように資本論の篇別を論理次元の差異と してとら

えた場合, 剰余価値生産の三つの篇はどのように位置づけられるかを解明せんとするもので

ある。

絶対的剰余価値の生産および相対的なそれはいずれも資本主義的生産の規定的目的たる剰

余価値の生産であ り , その限 りその二つの異なった方法である。 が , 両者は全 く 同一次元の

ものではな卜, あるいは同格ではない。 絶対的剰余価値の生産がそれ自体と して相対的なそ

れを前提しないのに対し , 後者は前者を前提してその上で初めて成立する概念である。 いわ

ば, 前者が基礎または一般であり後者は一特種だといえよう宍しかし, それだげであれば後

者の比重はぐっと軽く なって しまい, 両者を三つの篇に分つ十分な理由とはいえないだろ う。

また両者を第五篇において改めてその相互関係を追求し総括する必要はないであろ う。 第 4

篇は量的比率から見ても第 3篇に匹敵するのみならず , マルクス自身が資本論の中の読むべ

き箇所 (第 1巻刊行時で) と して挙げた部分の中に第 3篇中の労働日の章と並んで第4篇の

大部分が含まれているのであるど)それらの箇所は資本主義的生産の現実を豊富な資料を駆使

して描いたものであ り, いわば歴史的叙述ともいえる箇所である。 とはいえ , そこに資本論

理解の要を含んでいるのでなければ, マルクスがその必読を推すはずはないであろ う。 ロー

ゼンタ ルクは剰余価値生産の両方法を次のように位置づける。 「マルクスは前篇 (第 3篇) で
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絶対的剰余価値を研究することによって , ・……乗り余価値一般を研究したのであった。 いいか

えると , 労働日の延長によっていかにして剰余時間が増大されるかが研究されただけではな

く , 何よ りもまず , 剰余労働一般はいかにしてその表現を剰余価値にみいだすか, そ して剰

余価値はその量および比率においていかに変化するか, が研究されたのであった。 だから本

篇 (第 4篇) は , 剰余価値の他の形態一 相対的剰余価値を研究することによって , 前篇を

補足するだけではな く , それは前篇で展開された諸原理のうえに構成されているのである。

……つまり , 前には資本がいかにして労働を占有するかを知ったとすれば, いまは資本がい

かにして労働を改造するかを, 研究しなければならぬ里第3篇の内容を単に労働日の延長に
よる剰余価値率の上昇に帰着させるこ とな く , 剰余労働を して剰余価値という形態を とらせ

るというまさに資本主義体制を七て独自な経済的社会構成体たらしめる事情の研究と して位

置づけていること, 的確であるび)とはいえ, 第4篇を第3篇の補足とみなすのでは, 労働の

占有と労働の改造というみごとな対照も活きてこないのではないだろ うか。 けだ しローゼン

ベルグは第 4篇の内容を第 3篇との対照において次のようにその独自性を強調する。「剰余労

働を増大する方法の発達は, と く に相対的剰余価値が生産される場合に顕著である。 資本家

がたんに労働日の延長によってのみ剰余労働を増大する場合には, 他人の労働を搾取するか

れの方法は, その本質においては, 封建領主および奴隷所有者の方法と異なるところがない。

封建領主や奴隷所有者の大部分は使用価値を生産していた , しかるに資本家は価値を生産す

る。 だから資本家がかれらと異なると ころは, ただかれらよ りも一そ う多く搾取するという

こ とだけである(……)。 これに反して , 相対的剰余価値の生産においては, 資本家はいわば

自分自身の道にふみだすご)たしかに,資本の剰余労働追求がその熱情と苛烈さにおいて他の
一切の搾取者を凌駕するものであるにせよ , 「資本が剰余労働を発明したのではない」 (マ

ルクス) のだから , そこでは資本は与えられた条件のも とで活動しているにすぎない。 資本

の独自性はその形態と量とだけである。 だから , その次にはじめて , 「資本家は自分自身の道

にふみだす」 とt うヽのはまさに的確な論理展開の位置づけである。 付け加えるべき事は, 相

対的剰余価値の生産のその独自性が単に絶対的剰余価値の生産に対するのみならず , まさに

資本主義的生産を独自な生産様式にするものだ , とい う こ とだけである。

資本主義的生産を独自なものにする剰余労働の取得形態の次なる独自性は, 剰余労働の生

産形態でなければならない。 言い換えるならば, 絶対的剰余価値の生産の次元では生産形態

そのものは独自でな く てよい。 つま りどんな歴史的社会的生産にも共通する要素から成るだ

けで十分であったー その限り第 3篇の冒頭たる労働過程と価値増殖過程との規定 , 単純な

労働過程と資本主義的生産関係に基く生産の包摂, は第 3篇全体を貫きそ して篇末で終るー

- のに対し , 生産要素の特定の形態と結合とを相対的剰余価値の生産の次元は必要とするの

である。 もと よ り , 第 3篇中の労働日の章は大工業の時代即ち相対的剰余価値の生産が本格

というよ り , そのもとで初めて真に無制限の労働的に行われる時代の事例を述べている

日延長が突進することを述べている。 しかしその場合, 相対的剰余価値の生産にかかおる事

は述べられていないのはもちろん , 大工業が資本の側に特別の力を与え資本 ・賃労働の力関

係- それだけが定立された前提であるー に影響してゆく こ とを事実と して前提している

だけである。

2 . 相対的剰余価値の種々の生産方法と独自な生産様式の発展

絶対的剰余価値を生産する資本主義的生産過程をマルクスは資本に・よる労働の形式的包摂

と名づける。 労働が資本との形式的関係からその下に取 り込まれる形態である。 そこでは資
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本主義的生産の独自な形態だけがあって独自な内容または生産様式は定立されていない。 そ

の定立は, p- ゼソベルグのいう 「労働の改造」 であるから , 資本による労働の実質的包摂

である。 ただ し , これだけでは相対的剰余価値の生産とは結びついていない。 両者の接点を

なすのが労働の生産力の上昇である。 いわば, 剰余価値生産過程または価値増殖過程の発展

と労働過程の発展と , 二条の論理が融合する所に生産様式概念が位置するともいえよう。 そ

こに第 4篇の独自な位置があ り, その中に相対的剰余価値生産の発展, 労働の生産力の上昇,

一言でいって資本主義的生産様式の発展がある。 次にマルクスがそれを如何に具体的に展開

しているかを見よ う。

( | ) 協 業

協業論においてまず注目すべきこ とは , そ の前提あるいは必要にして十分な条件は既に絶

対的剰余価値の生産次元で定立されていることである。 即ち, 「資本主義的生産が実際に初め

て始まるのは, 同じ個別資本がかな り多数の労働者を同時に働かせるようにな り , したがっ

てその労働過程が規模を拡張して量的にかな り大きい規模で生産物を供給するようになった

ときのことである。 かな り多数の労働者が, 同じ時に , 同じ空間で , 同じ種類め商品の生産

のために , 同じ資本家の指揮のもとで働く というこ とは, 歴史的にも概念的にも資本主義的

生産の出発点をな している。 生産様式そのものに関しては, た とえば初期のマニュフ ァ クチ

ュアを同職組合的手工業から区別するものは, 同時に同じ資本によって働かされる労働者の

数がより大きいということのほかには, ほとんど何もないヱ資本論第11章の冒頭の文章であ
るが, マルクスはその条件が既に定立されているこ とを明言しているのであ り , 資本概念だ

けで十分なのである。 生産様式の変化な し , あるいはその変化の無視はそれを示している。

しかし他方では, その同じものが相対的剰余価値の生産方法と して示されるのであ り , した

がってそれはまた労働生産力の上昇と生産様式の変革を含んでいなければならないのである。

この一見矛盾ともみえるものはしかし論理次元の差異で しかない。 絶対的剰余価値の次元で

は, 協業はただ資本規模の最小限と してだけ , したがって価値増殖過程の面だけから , 取 り

扱われているのみである。 その意味では協業がそれ自体と して提起されるのはこの第 4篇に

おいてであ り , 第 3篇では資本主義的生産の事実的一結果にすぎないのである。 このよ うな

協業の特微は資本主義的生産様式の成立と相対的剰余価値生産の発展にとってのその初発的

位置をはっきりと示しているど)論理的展開は歴史的発展に即して行なられるのであり, 逆に

後者は一定の法則性をもっているのである。

ここでは協業とい う生産様式の同職組合的手工業等からの変化面が追求される。「相違はさ

しあた りただ量的で しかない」 , 「とはいえ , ある限界のなかではある変化が生ずる」。それは

大雑把に要約すれば, 平均的労働力の発現と労働過程の対象的条件に一つの革命が生じて生

産手段が節約されること , である。 こ う して , 初めは単に生産規模の量的差異にすぎないも

のが, 質的差異即ち労働生産力の上昇と生産様式の変革を惹起 したことを知る。 この場合,

この両者に対し資本は協業を組織したというこ と以外一切貢献 していない。そこでは, 「それ

自体と して集団力でなければならないような生産力の創造」 が為されているが,「どんな事情

のもとでも , 結合労働日の独自な生産力は, 労働の社会的生産力または社会的労働の生産力

なのである。 この生産力は協業そのものから生ずる」。こ こでは協業は資本によって したがっ

て資本主義的協業と して組織されているにもかかわらず , 資本は直接には労働生産力の上昇

をそれ故生産様式の変革を創り出しだのではない。 それを為したのは 「協業そのもの」 であ

り, 「この変化は自然発生的に起きる」。 その限 り , 協業は資本主義的協業だけに限らず様々

の歴史的時代に様々の形態を とって現われうる。「人類の文化の発端で……支配的に行なわれ
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ているのが見られるような労働過程での協業は, 一面では生産条件の共有にもとづいてお り,

他面では……各個人が種族や共同体の臍帯からまだ離れていないことにもとづいている。 こ

の二つのことは, このような協業を資本主義的協業から区別する。 大規模な協業の応用は古

代世界や中世や近代植民地にもまばらに現われているが , これは直接的な支配隷属関係に ,

たいていは奴隷制に , もとづいている」。協業はそれ自体裸で現われるのではな く ,それを組

織する一定の社会を前提するのである。 ただ し , 協業とい う生産様式は, それらの特定の社

会即ち生産関係を抽象化して共通なものを導き出し うるのである。

さらに資本主義的生産のもとでは, 変化は協業そのものの形成とそれのもたらす労働生産

力の上昇だけにとどまらない。 協業そのものが 「現実の労働過程が資本への従属によって受

ける最初の変化」 なのであ り , それが資本を規定し逆に資本が協業を規定してゆくのである。

まず第一に, 協業のために必要とされる資本の最小限度の大きさは最初は単に形態的につま

り資本それ自体の要求にとって必要であったが, 今や 「一つの結合された社会的労働過程に
転化するための物質的条件と して現れる」 に至る。 協業が資本を規定する。 第二に, 「労働

にたいする資本の指揮も, ただ……形態的な結果と して現れただけだった丁ものが, 「労働

過程そのものの遂行のための必要条件に, 一つの現実の生産条件に発展して く る」。これもま

た資本にとって一つの客観的な条件であ り, 資本を規定してゆぐものである。 そこで資本は,

なかんずく労働にたいして最初の形態的関係に停まることな く , 現実的生産過程の現実的関

係に発展するのである。 他方, 現実の生産条件への資本の発展は同時に生産過程を資本主義

的に変えてゆ く過程でもある。 マルクスは次のように述べる。 「資本家の指揮は, 社会的労働

過程の性質から生じて資本家に属する一つの特別な機能であるだけでな く , 同時にまた一つ

の社会的労働過程の搾取の機能でもあ り, したがって搾取者とその搾取材料との不可避的な

敵対によって必然的にされている」。 「それゆえ, 資本家の指揮は内容から見れば二重的であ

って, それは, 指揮される生産過程そのものが一面では生産物の生産のための社会的な労働

過程であ り他面では資本の価値増殖過程であるとい うその二重性によるのであるが, この指

揮はまた形態から見れば専制的である」。 「専制的」 という表現はこの二重の性格, 二重の由

来を もつ資本の指揮を統一する軸点をはっき りと示している。 協業そのものに由来する指揮

は否定されて資本の指揮の中に包摂される。 そこで指揮は独自な形態を与えられ, さ らに協

業の性格を も変える。 もはやそれば協業そのものと してではな く , 一つの独自な生産様式,

資本主義的協業と してある。(9)

その中では労働者は互いには関係を結ばない丿彼等の協業は労働過程に入ってから初めて

始まる」 が , そのことは資本即ち労働者たちに対する他人の意志の力によって初めて起る。

それゆえ , 協業の中に資本が不可欠の, しかも全運動の規定的要因と して入 り込んでいるの

であり, 労働者はその資本に合体されてお りてその一つの特殊な存在様式で しかない」。 「それ

だからこそ , 労働者が社会的労働者と して発揮する生産力は資本の生産力なのである。 ……

労働の社会的生産力は, 資本が生来もっている生産力として , 資本の内在的な生産力として

現れる」。先に協業そのものからそしてそれだけから発するものと して見た労働の社会的生産

力は, いまや資本の生産力 「であ り」 , 「と して現れる」。 この二様の表現を ,労働の社会的生

産力と資本の生産力との関係を本質と現象, または実体とそれを形態的に包摂したもの, と

とらえることは一面的であろ う。 現存するのは資本を現実の生産条件にしさ らにそれを通じ

て組織された資本主義的協業であ り , 労働の社会的生産力はその産物に他ならないからであ

る。 ただここでは , 資本は労働の社会的生産力と量的にも異なる独自な生産力を創 り出して

いるわけではないが。
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資本主義的協業は資本主義的生産様式の一形態と しては, 個別的労働過程に替えて協業そ

のものを編成した , 即ち量だけによる質の変化をひき起こ したとはいえ , 労働過程の技術的

・社会的条件に関しては, 協業が資本概念そのものに属するのだから , 技術的過程に関して

は全然変えず, ただ社会的過程だけを形態的に変えたともいいうる。 そこに , 協業が資本主

義的生産様式と しては最初のものであ り , また全資本主義的生産様式の基本形態であるが ,

それ自体と しては一つの歴史的時代を成すものではないこ との事由を求めるこ とができよ う。

資本は協業を組織するや直ちにさらに進むのである。

(2) 分業 とマニュ フ ァ クチ ュア

分業にも とづ く協業 , マニュフ ァクチ ュアは資本主義的生産様式の発展のなかで 「本来の

マニュフ ァ クチ ュア時代」 と特徴づけられる一時代を成す。 あるいは , 資本主義的生産様式

はマニュフ ァクチュア (以下マニュと略す) とい う形態で歴史的に成立し発展してきた , と

いってもよいだろ う。 そニュのこの歴史的性格はその生産様式の特徴そのものに由来する。

マルクスはマニュを 「人間をその器官とする一つの生産機構」 と特徴づげる。 生産過程は

いろいろな部分作業に分割されそれに労働者が割 り当てられる。 一つの生産過程に多数の段

階的作業が存在することは手工業一般に共通するものであるが, 生産過程を個々の作業に分

解しそれに専門労働者を充てがうこと , それがマニュの編成原理であ り, マニュを一つの独

自な生産様式と して特徴づけるものである。 全生産機構の労働様式 , 用いられる労働手段は

本質的に変ったわけではない。 「作業は相変らず手工業的であ り, したがって個別労働者が彼

の用具を操作するにあたっての力や熟練や速さや確かさにかかっている」。 もちろん ,分業に

よって個々の労働と労働手段がさ らに細分され洗練されるこ と , マルクスの指摘していると

ころである。 とぱいえ , その点はマニュの原理そのものから見れば派生的結果にすぎない。

労働様式と労働手段を生産様式の技術的基礎と考えれば, マニュのそれは独立手工業と根本

的に変るわけではない。 「この狭い技術的基礎は ,生産過程の真に科学的な分解を排除する」。

とはいえ , 独立手工業と さらに単純協業と比べれば, 全体の労働様式は全然変っていないか

あるいは小さな変化しかないと しても , 個別労働者にとっては労働様式は根本的に変る。 そ

れは労働過程の技術的変化というべきであろ う。 ただ し根本的な変化ではないが。 それだけ

でもマニュは単純協業よ り高度な生産様式である。 とはいえ , 分業それ自体はすべて既存の

材料を利用 しそれを分割しただけのこ とである。 そこにマニュの概念的かつ歴史的位置が示

されよ う。 即ち , それは労働様式が現実に変革された最初の形態であること , それと ともに

その変革が既存の技術的基礎の枠内で成されたという原始的性格, 限界を もって いるこ と と

である。。

それゆえ , マルクスは分業そのものから生ずる労働生産力の上昇を指摘しつつも , 「この分

業は, 協業の一つの特殊な種類なのであって , その利点の多くは協業の一般的本質から生ず

るのであ り , 協業のこの特殊な形態から生ずるのではない」 と述べるのである。 この点はア

ダム・ スi ス分業論等と異なる大レタス分業論の特徴であるがこの点で, 分業独自の労働生
産力の上昇を一面的に強調することは資本論の解釈と しては妥当性を欠く であろ う。 むしろ

そこでは, 労働生産力の上昇を しかも一つの特殊なや り方でのその上昇を具現する組織の特

徴が鋭 く分析されるのである。

資本論第12章では, 当初マニュは資本による規定性を捨象されて分業それ自体として定立

され分析されるが, それはあくまでも端緒にすぎないyし ニュの全き分析はーニュ分業と社

会的分業との比較から始まる。 本来のマニュ時代ではマニュ分業は一方で社会的分業を多様

化し推進するとと もに , 社会的分業の発展によって一層の刺激を受け自らを発展させてゆく。



14 神 田 敏 英

即ち , 「社会の生活手段と生産手段がますます資本に転化してゆ く こ とは,マニュの技術的性

格から生ずる一つの法則なのであるJy)だが, 「社会のなかでの分業と一つの作業場のなかで
の分業とのあいだには多くの類似や関連があるにもかかわらず , この二つのものは, ただ程

度が違うだけではな く , 本質的に違っている」。結局, 「(資本主義的生産様式以前の) 諸社会

形態では諸産業の分化がまず自然発生的に発展し , 次いで結晶し , 最後に法的に固定された

のであって , このような社会形態は, 一方では社会的労働の計画的で権威的な組織の姿を示

しながら , 他方では作業場のなかでの分業を全く排除するか , またはそれをかだ瑳小な規模

でしか発展させないか, または散在的偶然的にしか発展させないのである」。前資本主義社会

でのこのようなマニュ分業の排除の中に, すでにマニュの歴史的性格の一端が露われている

といえよう。 既に見たように , 分業自体は新しい技術的素材を必要と しないのだから , それ

が排除されるとい うこ とは, 生産様式にとってそれが不必要であるかまたは不適合であるか

を意味する。 大量生産を 目的と して組織されない限 り, マニュ分業は決して現れなかった。

逆にそれ故資本主義時代に現れたのである。

マニュ分業はもとより労働の生産力の上昇を実現するが, その上昇が相対的剰余価値の生

産に連なるからこそ資本によって組織されるのであるし , さ らにその形成がより多く の剰余

価値一般の生産に連なるからこそ組織される。 故に 「マニュ分業は資本主義的生産様式の全

く独自な創造物なのである」。協業それ自体に対してこれはマニュを独自なものにする。 とは

いえ , マニュはあく まで協業の一特種なのだから資本が協業を包摂して与える形態はすべて

含んでいる。 その上に,「単純協業はだいたいにおいて個々人の労働様式を変化させないが,

マニュはそれを根底から変革して個人的労働力の根源を とらえる。 それは労働者をゆがめて

一つの奇形物にして しまう」。 先に見た ように ,マニュの全体機構の技術的性格は独立手工業

とさほど変っているわけではないが, 労働者にとっては自分たちが相互に結合することでマ

ニュを組織 しているのではな く個別に資本に対するのだから , 彼の拠って立つ労働基盤は根

本的に変化し , さ らにそれが彼と資本との関係に大きな影響を及ぼす。 「元来は,労働者が自

分の労働力を資本に売るのは, 商品を生産するための物質的手段が自分にないからであ

るが, 今では個人的労働力そのものが資本に売られなければ用をなさない。……分業はマニュ

労働者に, 彼が資本のものだというこ とを表わしている焼き印を押す」。分業という物質的生

産過程の独自な形態がそこにおける労働者の状態すなわち生産関係を規定し発展させる。 資

本と労働との関係は当初それ自体と して定立されたが, 今や生産過程の中で発展し独自な内

容を与えられている。 生産様式 (生産力ではない) が生産関係を規定する。 とはいえ , マニ

ュ分業は資本によってでなければ形成されなかったのだから , 資本は生産様式を発展させる

中で自分自身を発展させたのである。

労働を分割することによって個人労働者の労働を一面化してしまうことは, 一面ではマニ

ュの技術的性格の所産であるが, 他面では分割の原因は資本であ り, また分割が労働者の不

具化と資本への従属に導く のは彼が資本主義的関係の中に置かれているからである。 こ う し

て , 労働過程における労働者の労働様式とその中での社会的地位は労働体の技術と資本の本

性とが結合した所 , 一つの生産様式が形成された所で生ずる。 マルク不はマニュの性格を次

のようにまとめる。 「マニュ分業は,‥…・t くヽつもの社会的生産過程の質的編成と量的比例性

つまり一定の社会的労働の組織をつく りだし , 同時に労働の新たな社会的生産力を発展させ

る。 社会的生産過程の独自な資本主義的形態と しては……, ただ , 相対的剰余価値を生みだ

すための, または資本……の自己増殖を労働者の犠牲において高めるための, 一つの特殊な

方法でしかない。 それは, 労働の社会的生産力を , 労働者のためではな く資本家のために,
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しかも各個の労働者を不具にすることによって , 発展させる。 それは, 資本が労働を支配す

るための新たな条件を生みだす。 したがって , それは , 一方では歴史的進歩および社会の経

済的形成における必然的発展契機と して現れ, 他方では文明化され洗練された搾取の一方法

と して現れる」。 マルクスはマ干ユの一方の性格,歴史的進歩および経済的発展の必然的契機

という性格を社会的労働の組織と労働の新たな生産力の創造に求めている。しかしそれは「資

本家のために , 労働者を不具にするこ とによって」 実現される。 それゆえ , この側面が生産

関係を抜きに して実現されたのではないこ とを確認しておこ う。 それは , マニュの一面であ

るが , その中のあれこれの部分的要囚によって形成されたのではな く , まさ し く マニュ全体

の所産なのである。 も う一つの性格についても全 く同様である。 マルクスはマニュ全体を総

括しているのである。 その中の個々の契機はそれ自体で一定の性格をマニュに与えているの

ではな く , その本来の性格を出発点と して相互に関係し規定しあって一つの全体を組織し ,

この一全体が様々な性格を表すのである。 一言でいって , マニュは独自な技術的社会的性格

をもった一つの生産様式, 資本主義的生産様式の一つの独自な形態または段階なのである。

マニュの限界もまた , 労働生産力発展の限界であるだけではな く , 資本主義的生産様式と し

ての, その発展にとっての, 限界である。

(3) 機 械 と 大工業

機械は大工業にあって生産様式の変革の出発点である。 労働過程において労働手段が道具

から機械に変ると , 労働様式も根本的に変 り , 労働は機械の運動に従属したものになる。 そ

れゆえ , 機械は道具がそ うであるのと同様に既に特殊な労働手段であ り , 労働過程をその技

術的基礎から変えしたがって生産様式を根本的に変える。 安部隆一氏は機械の意義を次のよ

うに表現する。 「道具が人間の手から一の機構に移されるというこ とは,そのこと自体は,『生

産関係』 と離れて把握可能である。 ……それにも拘らず , 機械は機械と して歴史的に把握さ

れているのであるO●●●●●・機械は, 労働手段のある規定さ,れた形態として歴史的である」吼機
械はそれ自体と して生産関係とたとえば資本主義的生産関係と別である。 他方, 機械は人間

の歴史的発展の所産である。 安部氏は機械の果たす技術的役割からして歴史的である , とい

うのである。 それは技術= 生産力= 歴史貫通性とする主張に対する痛烈な反論である。 とは

いえ , 機械それ自体を見ているだけではその歴史性は明らかにならない。 マルクスの有名な

定式 , 「労働手段は人間の労働力の発達の測度器であるだけではな く , 労働がその中で行なわ

れる社会的諸関係の表示器でもある」 の中で考える必要があろ う。 単純な労働過程の分析中

に述べられた上の定式も資本論のこの段階でやっと実際に役立つようになる。

機械は機械協業 , さ らに 「一つの技術的統一」 を もって 「一つの大きな自動装置」 を成す

機械体系を生みだす。 さ らにその発展は一つの産業部門を大工業化し , 大工業はまた 「ふさ

わしい技術的基礎」 を創 り出して自分の足で立つようになる。 即ち , 生産手段と りわけ機械

生産部門の大工業化に立脚する社会的生産様式の形成に至るまで止むことがない。 この一連

の過程は本質的に技術的必然であって , 資本主義的契機は直接には作用していないこ とを確

認しておこ う。 ただ し, いずれも社会的人間の働きであ り, 社会的労働時間による規制

は頑と して働いているが。 マルクスは次のよう,に要約する。 。 「機械と しては労働手段は,人

力の代 りに自然力を利用し経験的熟練の代 りに自然科学の意識的応用に頼ることを必然的に

するよ うな物質的存在様式を受け取る。 マニュでは社会的労働過程の編成は純粋に主観的で

あり , 部分労働者の組合せである。 機械体系では大工業は一つの全く客観的な生産有機体を

もつのであって , これを労働者は既成の物質的生産条件と して自分の前に見い出す。 単純な

協業では, また分業によって特殊化された協業の場合にさえも , 個別的な労働者が社会化さ



れた労働者によって駆遂されるどいうこ とは, まだ多かれ少なかれ偶然的に現れる。 機械は,

……t くヽ つかの例外を除いては, 直接に社会化された労働即ち共同的な労働によってのみ機

能する。 だから労働過程の協業的性格は, 今では, 労働手段そのものの性質によって命ぜら

れた技術的必然となる」。

上の文では機械にもとづ く協業が単純協業やマニユ協業に鋭く対比されている。 むしろ ,
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資本主義的

生産の産物たる性質 を よ りはっき りあらわすといえよ う。 それは主観的であるから , 結

単純協業やマニユは大工業に対比された時そのいわば人為的で偶然的な性質

局, 労働に基かざるをえなかったのである。 それに対し , 機械協業の原理は客観的であるか

ら , 労働および労働者から切 り離してそれ自体と して編成し うる。 協業それ自体およびその

一定の質量的編成は, ここではっき りと 「技術的必然」 とな り , そのことによって資本を規

定してゆ く。 資本規模の最小限が技術的に強制されるのである。 このように形成される 「大

工業それ自体」 は特殊的 ・歴史的生産有機体と して , 一つの生産様式と呼んでよいであろ う。

実際, フランス語版資本論では 「既に機械制的生産様式にもとづいていた工業洲と表現され

ているのである。

機械の価値の側面もまた単に資本主義的に規定されるのではない。 もちろん , 資本にとっ

ての問題は機械の採用による労働生産力の上昇がどれほど剰余価値を増やすかである。 資本

は機械にもとづ く協業や分業等の社会的労働の生産力, さ らに機械利用に特徴的な 「生産過

程に取 り入れられる自然力」 にも ビタ一文支払いはしない。 とはいえ , 機械は只ではないの

だから , 「ただ生産物を安くするための手段だけと して見れば,機械の使用の限界は, 機械自

身の生産に必要な労働が機械の充用によって代えられる労働よりも少ないというこ とのうちに

与えられている。 だが, 資本にと ってはこの限界はもっ と狭 く表わされる。 ……資本にとっ

ては, 機械の使用は機械の価値と機械によって代えられる労働との差によって限界を与えられ

る」。 機械使用のこの限界は資本主義的生産に固有である。とはいえ , 上に見るようにその根

底にあるのは社会的必要労働時間による労働の規制に他ならない。 その限り歴史貫通的であ

り, いかなる社会的生産もこの規制を超えて機械を使用するこ とはできない。 機械使用の資

本主義的限界は, 資本のもとでは労働の生産力の上昇は自己目的どして現れるのではな く剰

余価値生産の手段にすぎないというこ と , したがってたとえその上昇が機械利用の結果と し

てあ りえて も資本にとって不利な条件を招くならば使用されないのであ り , 機械制生産は安

い労働力の利用等資本を制約する社会的歴史的条件によって左右される , とい うこ とを意味

し て い る。

資本論第 4篇は第 1節機械の発達 ( フ語版では機械の発達と機械制生産) 第 2節機械から

生産物への価値移転と展開される。 マルクスの労働の二重性視点はここでも貫かれている。

とはいえ , それは一方が歴史貫通的 ・生産力的, 他方が特殊歴史的 ・生産関係的とはいえな

いことが明らかになった。 両者とも機械およびそれに基く生産経営の直接に技術的側面ない

しその中に現れる限りでの社会的側面を分析したものであった。 その上で後の展開が為され

るのであるが, 第 3節機械経営が労働者に及ぼす影響, も特徴的な内容をもぢ , また論理展

開上注目すべき位置におかれている。 マルクスはこめ節の課題を こ う設定する。「大工業の出

発点となるものは, ……労働手段の革命であって , ダ変革された労働手段はその最も発達した

姿を工場の編成された機械体系において与えられる。 この客観的な生産有機体に人間材料が

どのようにして合体されるかを見る前に, かの革命が労働者そのものに及ぼすいくつかの一

般的な反作用を考察してみよう」。 ( フ語版では, この文の最終段は 「この革命が労働者に及

ぼす最も直接的な遡及効果を研究することが適当である」。) 工場の編成された機械体系 (そ



資本論第4篇の主題 17

れは 「客観的な有機体」 つまり一つの活きた全体と呼ばれていることは注目される。 他方で

それは第 4節冒頭では 「工場の身体」と表現される。) は既に分析された。 それへの人間材料

の合体は, 結論から言えば, 第 4節において考察される。 その中間にある第 3節は, 労働生

産力の上昇そのものの契機をではな く そのいわば付随的結果を取 り扱っているように見え

る。 だが, そ うだ とすれば 1 , 2節から直接に 4節に移 り今の3節をその後に回した方がむ

しろすっきりするだろうP資本論の中ではいかなる歴史的事実もその論理的位置づけなしに

存在することを許されていないのだから , 第 3節の内容の独自な意義と位置を追求しなけれ

ばな らない。

「機械が筋力をな くてもよいものにするかぎ りでは, 機械は筋力のない労働者または身体

の発達は未熟だが手足の柔軟性が比較的大きい労働者を充用するための手段になる。 それだ

からこそ , 婦人 ・児童労働は機械の資本主義的充用の最初の言葉だったのだ/ 」。直ちにここ

では資本が前面に現れる。上の引用文の前半部と後半部とは技術必然的に結びつ く ものではな

い。 機械が創 り出したものはあく まで筋力のない労働者の充用可能性であってそれを現実に

したのは資本である。 ただ し機械なしでは資本としえども婦人 ・児童労働を利用できなかっ

たので, そこに機械およびそれに基く生産技術と資本との密接な関係を見ることができる。

換言すれば, 婦人 ・児童労働の充用は機械それ自身からも資本それ自身からも単独で生み出

されるものではな く , 両者が合体して初めて現れるのである。 資本がそれを行 うのは, い う

までもな く それによって価格の安い労働力を利用しまた労働力の価値の水準を もその一帰結

と して低下させうるからである。 「機械は, 初めから人間的搾取材料つま り資本の最も固有な

搾取領域を拡張すると同時に, 搾取度を も拡張する」。資本は一石で二鳥を落す。 資本は機械

の充用, 機械制生産によって剰余価値の量と率を, 労働生産力の上昇によって労働力の価値

を低下させることに直接もとづかずに, 高めるのである少) し

第13章第 3節中の一小節労働時間の延長 , は第 8章の再現または要約ではあ りえない。 第

8章では大工業はあく まで与件にすぎなかったのに対し , ここでは機械から発する必然的結

果として労働日の延長が考察される。 「機械は, 資本の担い手と しては, 最初はまず機械が直接に

とらえた産業で労働日を どんな自然的限界を も越えて延長するための最も強力な手段になる。

機械は, 一方では, 資本が自分のこのよ うな不断の傾向を赴く ままにさせるこ とを可能にす

る新たな諸条件を創 り出し , 他方では, 他人の労働にたいする資本の渇望を一層激し くする

新たな動機を創 り出すのである」。労働時間の延長はそれこそ機械の必然的帰結ではな く資本

のそれである。 ただ , 機械は資本のために物質的手段を提供する。 機械は資本のために一方

では他人労働への渇望を激し くするとと もに , 他方ではそのための条件を も創 り出すのだか

ら , ち ゃんとつ じつまを合わせている。 機械が資本のために労働日延長の手段と して現れる

仕方, また資本を してそこに向わせる技術的契機, を考察することはここでは省略する。 確

認すべき事は, 機械がそれ自体と しては資本主義的性格を有しているわけではないのに , 資

本のための手段と して現れ資本と労働者との関係を変え発展させること , また資本の本性た

る剰余労働渇望が機械の技術的性格によって裏づけられ助長されていること , である。 この

一小節においても前と同じく機械と資本が合体した所で生ずる事情が分析されているのであ

る。

次の一小節労働の強化もこのような合体の一帰結を とらえることは同様である。 剰余価値

の増大に連なる労働の強化は機械利用の自然的帰結かあるいは機械利用に基く資本の意識的

傾向の帰結と して描かれる。 労働時間の延長と異なることは, 第一に , 労働の強化が資本の

労働者に対する直接的強制としてではな く , 技術的可能性の現実化として描かれていること ,



第二にそれゆえ , 一定の狭い範囲を越えた所では労働時間の延長と対抗的に描かれているこ

とである。 ここでは, 労働の強化は機械の充用またはその改良によって初めて実現されるも

のであ り , また労働時間の短縮によって初めて可能にな りまたその場合に資本を してそこに

向わせるものなのである。 後者の場合, 工場立法による労働時間の法的規制とい う社会的要

因が資本を して機械の採用 , 改良, それに基く労働強化に向わせるのであって , 社会的生産

関係の発展- それ自体資本主義的大工業の所産であるがー が今度は生産様式とその技術

に影響を与えるのである。

こ う して機械経営が労働者に及ぼす直接的影響を見ることで , 機械が資本の手中で利用さ

れた場合資本と労働との関係がどのように変化発展するかを分析したのである。 即ち , 機械

と資本との合体または機械の資本主義的利用が資本主義的生産を どのように形成 してゆ くか

を とらえたのである。 その上で次節工場が機械体系の編成一 これは前述のように工場の身
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て い る

体と特徴づけられる とそれに基 く資本主義的生産関係一 生産過程の要素の形態を採っ

との一全体と して定立される。 即ち , 工場は機械制生産の一つの全体であ り , 資

本論第 4篇の冒頭で定立された生産様式, 労働過程の技術的 ・社会的結合の具現に他ならな

い。 同時にそれは個別資本の生産過程と して資本主義的生産様式の単位である。 工場全体と

して見るこ とで資本主義的生産様式の基本的な性格を とらえるこ とができるであろ う。

マルクスは ドクター ・ ユアの定義を引きつつ次のように述べる。「一方の表現では, 結合さ

れた総労働者または社会的労働体が支配的な主体と して現われ , 機械的自動装置が客体と し

て現われる。 他方の表現では, 自動装置そのものが主体であ り , 労働者はただ意識のある器

官と して自動装置の意識のない器官と並列させられ, この器官といっ し ょに中心的動力に従

属させられているだけである。 第一の表現は, 大規模の機械の充用が可能なかぎ りそのどれ

にでもあてはまるものであ り , 第二の表現は, 機械の資本主義的充用を , したがってまた現

代の工場制度を特徴づけている」。 ユアの混同を批判しつつ ,機械の充用一般とその資本主義

的充用とが区別されている。 その限り, 機械一般, さらに大工業一般をいうことができるy)

しかし , 工場はその一般の具現ではな く , まさに資本主義的大工業のそれである。 それは機

械にもとづ く資本主義的生産である。 そこでは機械が労働過程の, 資本主義的労働過程の基

本的性格を決定している。 マニュ分業の技術的基礎は廃棄されている。「自動的な工場では機

械の助手たちがしなければならない労働の均等化または水平化の傾向が現われる」。分業が生

産様式の根幹を規定するものと しては廃棄され , 協業に還元されるといえるだろ う。 その限

り協業または労働の社会化は工場の一特徴をなす。 他方 , 分業は消滅するのではな く , 協業

の中に再現すると ともに , 「慣習的に工場のなかでも存続し ,次にはまた体系的に資本によっ

て労働力の搾取手段と してしっと もいやな形で再生産され固定されるようになる」。それは資

本が労働力の再生産費用を著し く減らすと ともに労働者の自己への絶望的な従属を完成する

ためのいわば意識的手段である。 その限り , マニュ分業の資本主義的性格がそのまま再現す

るわけであるが。 他方ここでも , 資本の本性が労働過程の具体的形態を規定しているのであ

る。
¯ こ の 協 業 ま た は 労 働 の 社 会 化 は , し か し な が ら , そ れ 自 体 で 活 き た 一 つ の 労 働 体 を 成 し て

いるのではな くパラパラであ り , 個別労働は労働者から独立した死んだ機構の付属物になっ

ている。 そのこ とは形態的にだけではな く技術的にも為されているのである。 そ こから工場

労働の次の特徴がでて く る。 「機械労働は神経系統を極度に疲れさせると同時に ,筋肉の多面

的な働きを抑圧し , 身心の一切の自由な活動を封じてしま う。 労働の緩和でさえも責め苦の

手段になる。 なぜならば , 機械は労働者を労働から解放するのではな く , 彼の労働を内容か



資本論第4篇の主題 19

ら解放するのだからである。 。;…・どんな資本主義的生産にも労働者が労働条件を使うのでは

な く逆に労働条件が労働者を使うのだというこ とは共通であるが, しかし , この転倒は機械

によって初めて技術的に明瞭な現実性を受け取るのである。 一つの自動装置に転化すること

によって , 労働手段は労働過程そのもののなかでは資本と して , 生きている労働を支配し吸

い尽くす死んでいる労働と して , 労働者に相対するのである。 生産過程の精神的な諸力が手

の労働から分離するとい うこと , そ して この諸力が労働にたいする資本の権力に変るという

ことは, ・……機械の基礎の上に築かれた大工業において完成される」。機械労働における労働

の無内容化は, 当然 , 機械労働それ自体から生ずるのではない。 他方, その出発点となる手

労働からの精神労働の分離または手労働からの精神的内容の剥奪は資本主義的生産に固有で

あり , 協業と と もに成立しマニユと と もに発展してきたものである。 が , 生産様式が未だ労

働に立脚している限 り労働者から労働内容を完全に奪って しま うこ とはできなかった。 逆に

言えば, マニユは資本主義的生産様式の独自な一形態ではあっても , 未熟な不完全なものに

すぎなかった。 大工業はそ うではない。 それは 「技術的に明瞭な現実性」 を もって労働者か

ら分離した労働条件即ち資本の労働支配を実現する少)資本はここで初めて 「生きている労働

を吸い尽くす死んでいる労働」 という本質を獲得する。 労働条件が労働者を使うという独自

な性格をもつ労働体が現れる。

資本が労働者を直接的生産過程において完全に屈服させっ卜には彼の労働内容を空にして

しま う こと , 言い換えれば資本主義的生産関係を実際に確立す るこ と , はこれだけ生産過程

を , 労働過程を技術的にも社会的にも , 変革してやっと実現されるのである。 機械およびそ

れに基 く生産技術はそれ自体と して資本主義的性格を もっていないにもかかわらず , 生産様

式の資本主義的性格を形成する役割を果す。 それは「資本の物質的基礎」 「資本主義的生産様

式の物質的基礎」 を成すのである尹)

3 、資本論第 4篇の内容把握一 諸説の検討

膨大な内容と資本論の展開にとって重要な定式を含む第 4篇を第13章第 4節まで追跡し整

理せんと してきた。 そこで区切ったのは , 大工業に基 く社会的規模での資本主義的生産様式

の確立とその中での矛盾の発酵は除かれるものの, 筆者の目指 した資本主義的生産様式の定

立が資本に即 してはそこで為されたと考えたからである。 次に第 4篇に関する諸説の二 , 三

を筆者の関心にしたがってと りあげて反照してみたい。

第4篇把握の一つは, それを文字通 り剰余価値生産方法の一たる相対的剰余価値の生産そ

れ自体 , または搾取強化の一方法, と してとらえるものである。 それ自体はまさに正当な見

地であるが, その場合に, 協業 , マニユ, 大工業等はもちろんその生産様式たることは否定

されないが, 主と して剰余価値率上昇の手段またはその歴史的発展形態と してのみ理解され
■㎜ ㎜■

る傾向があった。 先に見たように√ローゼンベルグすら部分的にはその傾向を免かれていな

いのである。

一つは, 富沢賢治氏, 山口正之氏に代表される , 労働の社会化の視点から第4篇を さ らに

資本論を把握しようとするものである。 富沢氏は, マルクスの 「社会的労働としての労働そ

のものの組織」 は 「資本主義的生産様式の三つの主要な事実」 の一つであるとい う定式に拠

りつつ , 「一 ,相対的剰余価値の生産は, 労働の社会化を必然化 し , 生産力を発展させるが,

二 , 剰余価値生産を 目的とする労働の社会化には, 社会の生産力の発展という見地からする

と , 一定の限界があ り , 三 , 二の限界をのりこえるためには, 生産手段の所有形態の変更を

基礎とする新たな形態での労働の社会化の進展が必要とな り , 歴史はそのように進行せざる
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をえないのである堕)また「マルクスは, 資本による労働の社会化の特質を, 第一に, 労働の

社会的組織化による生産力の発展 (労働過程論的視点) , 第二に, 労働の資本への従属化 (剰

余価値生産論的視点) , そ して第三に, 労働過程と剰余価値生産との矛盾とその揚棄への方向

(革命論的視点) , とい う三つの問題視点から, 総合的に把握している, と言えよ う」 (21)と主張

する。 富沢氏の主張は, 資本論の展開を第4篇を重視しつつ生産力と生産関係の発展および

両者の矛盾の発展と して把握し, それらを労働の社会化の中に総括せんとするものだといえ

よう。 氏の労働の社会化は資本のもとでのそれと して規定されているので包括的であ り, 資

本論の首尾一貫性を与えることができる。 とは卜え, それは労働の社会化概念の不当な拡張

によって可能になったのではないだろ うか。 第一に, 生産力の発展は労働の社会化の一側面

と されているが, 確かに労働の社会化は生産力の発展を もたらすにせよ, 逆に生産力の発展

を労働の社会化の中に見ることはできないのである。 生産力の発展は生産様式全体の所産で

あ り, も し生産力の発展を労働の社会化の中に見るとすれば, 労働の社会化は生産様式に等

しいことになって しまうであろ う。 私は, 労働の社会化は協業的労働過程の形成そのものお

よびそこでの統一的 ・組織的性格の発展と して理解すべきであ り, マルクスもそ うであると

考える戸それは労働の生産力の上昇を伴いまだ生産過程の歴史的進歩性を表すが, その故に

それ自体と して資本主義的性格を もたず, したがって資本主義的生産にとってその全局面に

現れるものであってもその主動因ではあ りえない。 労働の社会化を軸に資本論の展開を と ら

えるのは一面的であると考える。

坂本和一氏は, 相対的剰余価値の生産が 「さ らに資本制的に独自の労働生産力を前提とす

るよ り高次の剰余価値生産」帥)であることを指摘しつつ, 資本論第4篇の主題を次のように設

定する。 「この第4篇の第11章→第12章→第13章では, ……結論的にはもっとも具体的 ・現実

的な相対的剰余価値生産の規定が論理展開的にあきらかにされてい く のであるが, 実際にこ

こで展開されて卜く主要な叙述内容はその物質的基礎と しての資本制的な社会的労働過程の

もっと も具体的 ・現実的な規定である。 前者は, 後者の結果と して必然的に引出される結論

に他ならないからである」夕1)主題は相対的剰余価値の生産から資本制的な社会的労働過程に

転回する。 前者は後者から必然的に引出される結論とい う表現は坂本氏の方法を よく表わし

ているといえよう。 つま り, 論理的によ り根源的なものが下向的に見出されれば, あ とはそ

こから上向するのであって, 両者の相互規定はその限 り存在していないからである。 坂本氏

の方法は第 4篇冒頭におけるマルクスの問題設定と同一であるよ うに見える。 確かにマルク

スもそこで新し卜前提を設定しそ こに進んでいる。 しかし, 彼の場合はそれをそれまでの論

理展開の線上に位置づけているのである。

坂本氏の T資本制的な社会的労働過程」 は, 「まず抽象的に人間社会における歴史貫通的な

過程と しての側面から, それが内包している社会的労働過程と しての一般的本性を規定され,

さ らにその後に具体的に資本制的な社会的労働過程そのものと しての側面から, 社会的労働

過程がまさに資本制的なそれであることによって生ずる独自的な現象を規定されている」戸

「このような資本制的な社会的労働過程についての2重の規定は, これを も う少 し具体的に

表現すれば, 前者の規定は資本制的な社会的労働過程が内包している社会的労働過程一般の労

働生産力規定要因の編成構造= 労働生産力構造の規定を意味してお り, また後者の規定はそ

のような社会的労働過程がまさに資本制的な社会的労働過程と して成立することによって生

ずる資本・賃労働関係の規定を意味しているということができる」戸坂本氏は資本論第4篇の

主題, 資本制的な社会的労働過程を二つの側面に分け, 両者を別々のものとする。 あるいは,

社会的生産過程一般= 労働生産力構造を基礎と し, 資本 ・賃労働関係をそれへの追加と して
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いるともいえ よう。 即ち, 社会的生産過程一般= 労働生産力構造は資本主義的生産関係を含

まずに定立される。 私もまた第 4篇の主題を資本制的な社会的労働過程または資本主義的生

産様式と考える。 それは最も包括的な範躊であ り, まさに労働生産力の担い手 ・主体である。

では, 労働生産力を問う場合, 生産関係を捨象できるだろ うか。

相対的剰余価値の生産のためには労働の生産力の上昇は必要条件であるが, 後者は必然的

に前者を生む とは限らない。 上昇の成果を我物と して取得する資本主義的生産関係がなけれ

ばな らない。 このよ う に労働の生産力はそれ自体 と しては資本に と って外的であ る。 それゆ

え, 絶対的剰余価値の段階ではそのように前提したのであった。 では, そのこ とは労働生産

力の担しヽ手た る生産力構造または生産様式についてもそ ういえるだろ うか。労働の生産力(の

上昇) と生産様式 (の変革) が全く 同一であればそ うである。 しかし, 事実は後者は前者よ

り高次であ り多面的なのである。 労働の生産力は自然力であるが同時に特定の労働体の能力

である。 その労働体はその能力を発揮するために持てる物的生産要因と労働力とを特定の仕

方で結合させる, すなわち生産様式を形成するのだから, その自然力は特殊的であ り歴史的

である。 仮 りに, ある労働体の生産力と他の労働体のそれとが量的に等しいと して乱 それ

は別種の動物が同じ速度で走るのと同様である。 その能力の質的構成は全然別である。 労働

の生産力は様々の労働体= 生産様式の間で量的に比較できるのに対し, それを構成する仕方

はまさに固有なのである。 労働の生産力を歴史貫通的と考える人は, この両面を混同して卜

る といわねばな らない。

つとに高島善哉氏は労働の生産力と生産諸力とを区別し, 後者を 「主体的 ・客体的な諸契

機の交互作用の上に成 り立つ活きた統一体」(司と表現し, 次のような主張を提起した。 「それ

らの諸力 (生産諸カー引用者) は何よ りもまず労働主体にお卜て統一されて卜るものと して,

人間の実践的な労働過程において実現されるものと して現れる。 だから, 労働の生産諸力が

その主体面から歴史的社会的なものと して把握され, 規定されなげればならないとすれば,

それは労働する人間相互の関係と して, すなわち労働関係と して把握され, 規定されなけれ

ばならないのである。 そ してこれが生産力から生産関係への道を論理的方法論的に上向する

ための第一歩なのである」抄生産諸力ぱ主体・客体のすべての面を合わせた 「活きた統一体」

の所産であ り, しかもそれは 「歴史的社会的なもの」 であ り, したがって生産関係に連なる

ものであるが生産関係それ自体ではない, かつそれはなかんず くま 体的に把握されねばなら

ない, と してそのような生産諸力の担い手, 「労働関係」を設定したのであろ う。 このよ うな

主張は最後の点, 「労働関係」の設定を除卜て賛成できる。 またその点に対する批判も既に数

多く為されている事であるが, 付け加えれば, この生産諸力を統一する主体は資本主義的生

産では高島氏自身が指摘していることであるが労働ではな く , それを包摂し同化している資

本だという こ とである。 私は, 高島氏の 「労働関係」 の箇所に生産様式を置く のが適当であ

ると考える。 そ うすれば, 生産諸力の担い手たる 下活きた統一体」 と して最も包括的な概念

を獲得するこ とができ, また生産関係への 「上向」 心 よ り容易に行うことができよう。 つま

り, 生産関係は生産様式の中で生産力に規定されたものと して現れると と もに, 生産力の発

現 ・発展形態と して現れるの七ある。

生産様式を労働生産力の構造と解することは, 多 く の論者がまさにそのことによって生産

様式の中に生産関係は入らないと主張する立脚点である戸それに対し, 仲村政文氏は次のよ

うに主張する。「生産力の具体的な構造は生産形態様式= (ママ) の歴史的展開のうちに, す

なわち生産諸関係に包摂された生産力として展開するのである」尹私も同様に考える。ただし,

生産関係の生産力への関与は単に包摂という枠内で考えるのでは狭すぎる。 例えば封建的生
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産様式ならば, その生産力は封建制の基礎を成す小経営の生産力を封建的生産力が包摂した

ものである, と もいえるだろ う。 しか し資本主義的生産力はそ うではない。 既に見たよ うに,

資本主義的協業の生産力はそれ自体集団的労働の生産力であ り, 資本自体は独自な生産力を

・付け加えていない。 にもかかわらず, 既にそれは単なる労働生産力の包摂ではない。 協業自

体が資本によって初めて現れたのであ り, したがってその生産力は資本の生産力なのである。

マニユ分業に至っては, それ自体資本主義的生産の固有の産物であ り, その労働編成は労働

力の等級制的編成を含む等資本主義的になされているのであ り, それ故協業一般, 分業一般

の生産力も現れるが, 同時にかかる独自な編成自体の生産力も量的にも別に現れるのである。

大工業では, 機械および機械経営それ自体の生産力規定- もとよ り単独で生産力ないしそ

の一半を成すのではないー は資本主義固有とはいえないが, 工場制度の生産力はまさに資

本主義的である。 その中には女子 ・少年労働の利用による資本にとっての生産力の上昇, 機

械に基く労働強化による生産力の上昇等も含まれる。 不変資本の節約によって公害を撤きち

らすことも, 個別資本にとって支払労働の節約であ り, よし社会的生産力を低めることがあ

っても資本の個別的生産力を高め, 資本主義的生産独自の生産力を追加するであろ う。 資本

主義的生産の生産力は社会的生産力それ自体ではな く , 個別資本の生産力から構成されるの

だから。 マルクスは, まさに工場制度において, 「社会的生産過程の発展による生産性の増大

と, この過程の資本主義的利用による生産性の増大とを区別しなければならない」 という。

もと よ り, 両者は, 現実の生産過程では結合した一つの生産力を形成しているのであ り, そ

の全体が資本主義的工場の生産力と して現れる。 内容的にだけ分離できるのであって, それ

故資本主義的工場の生産力は社会的生産経営の発展によるそれとは, 後者をその内に含みっ

つも, 質量と もに区別されねばならないのである。 こ う して, 資本主義的生産力は資本によ

って包摂された社会的労働体の生産力から構成されるのみならず, 資本によって独自なや り

方で組織されたその労働体において初めて発揮されるのだから, 私は資本主義的な社会的労

働体の生産力的側面と生産関係的側面を区別する坂本氏の主張には賛成できないのである。

4 資 本 論 第 4 篇 の理 論 的位 置

資本論第 4篇相対的剰余価値の生産の主題は資本主義的生産様式の定立と分析である。 そ

れが歴史的記述となっているのは, 「一つの世界史」を包含する運動り結果と して生まれた資

本主義的生産様式の全体を対象と しているからである。 もと よ り資本主義的生産様式は資本

論の対象そのものであった。 資本論は第 4篇に至るまでその主要な要因を定立してきて, 遂

にここでそれら諸要因の結合から成る一全体の前に来たのである。

第4篤で初めて相対的剰余価値の生産およびその条件としての労働の生産力の上昇が, さらに

両者を包括する現実の運動体と して生産様式が提起される。 この生産様式即ち労働過程の技術

的 ・社会的結合は, 技術的結合と社会的結合がバラバラに存在しただ外的に統一されている

のではな く , 技術的と社会的と両者の結合が一つの生きた全体を形成しているのである。 労

働の生産力はこの生産有機体全体から発現する能力以外の何物でもない。 相対的剰余価値の

生産こそ, この労働生産力上昇の必然的契機であ りしたがってこの特定の技術的 ・社会的編

成を もった労働過程を支配し編成する原理である。 ここでは, 資本は生産様式を自分にとっ

て外的な姿にとどめてお く こ とはできない。 資本は他のいくつかの生産関係のようにその下

にある生産様式に対して無関心であるかあるいは大した関心を払わないといった状況にいる

ことはできない。 したがって生産様式への資本の関与は他のあらゆる生産関係を凌駕するも

のであ り, 資本主義的生産関係の一特徴をなすものである。 資本が労働生産力上昇のために
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生産様式を変革するということは, それを資本主義的に変革すること, 即ち資本主義的生産

様式を形成することである。 その中で資本主義的生産のあらゆる側面が発展する。 それ故,

マルクスは次のように述べるのである。 「一般に, 独自な資本主義的生産様式は, それが一つ

の生産部門全体を征服して しまえばにま してやすべての決定的な生産部門を征服して しまえ

ば, もはや相対的剰余価値生産の単なる手段ではな くなる。 それは今や生産過程の一般的な,

社会的に支配的な形態になる」。論理的に資本主義的生産様式が包括的な内容を もって成立す

るこ と, それが歴史的にそれによる社会的生産の支配と して表わされている。 この文章の中

に, 発展した資本主義的生産様式の意義と内容が端的に示され, そ してまた剰余価値率上昇

の一方法と しての相対的剰余価値の生産という控え目な出発点から労働を完全に支配し自然

科学や技術をすべて自己の手段と し社会的生産を全面的に支配する生産様式の定立にまで至

るみごとな手法が示されていよう。資本論第11, 12, 13章における, さ らに 8章等それ以前

のものも含めた, 歴史的記述は, 単に歴史的事実というにとどまらず, また相対的剰余価値

生産と労働生産力上昇の派生的結果ではな く , 資本主義的生産様式の必然的契機, 不可欠の

側面なのである。 歴史的事実だから法則と して定立できるのではない。 資本主義的生産様式

がかく位置づけられるから, 歴史的事実が資本主義的生産様式の確立過程と して定立される

のである。 資本論冒頭に設定した 「資本主義的生産様式が支配的に行なわれる社会」 はここ

で初めて, 生産様式の変革の結果と して, 機械にも とづ く大工業の成立によって, 根拠を得

る。 直接的生産過程の, 個別資本の, この生産様式の成立こそ資本主義的生産様式の, その

生産力と支配力の, 根源なのである。

第 4篇における資本主義的生産様式の定立に関してさ らに次のことを付け加えておかねば

ならない。 第一は, 資本主義的生産関係の現実的生産過程におげる展開は, 資本主義的な労

働の生産力と同じく , 論理的にも歴史的にも, この資本主義的生産様式, 現実の労働過程の

特定の姿態の中で, 初めて裏づけられて確立される とい う こ とである。 初めは前提と してそ

れ自体で定立されたものがそれからの発展の中で結果と して生産され, したがって前提と し

ての定立が適当であったことが証明されること, 資本論の方法の一特徴といえよう。 第二に,

資本主義的生産様式は一つの全体・一つの活きた生産体であ り, 独自な歴史的社会的性格を も

っているのであるがpl)その根源たる生産様式それ自体は, 労働過程の技術的側面と社会的側
面のそれぞれについて, また各々の一部分だけについて さえ も, 独立にマルクスによって扱

われ, 生産様式と呼称されている事である。 例えば, 機械的, 技術学的, 集合的, 社会的,

商品, 生産様式等 。々 つま り, 資本主義的生産様式は数多くの生産様式を含んでいるのであ

る。 それらは歴史的統体たる資本主義的生産様式から抽象化され, 他の歴史的生産様式から

やは り抽象された概念と共通なものと して一括されるこ と もあ りうる。 とはいえ, それら生

産様式はあ く まで特殊的であって, 全 く 歴史貫通的なものに還元されるこ とは概念に反する

ことである。 ただ し, その場合それらは資本主義的生産様式の規定的範躊たる資本からは抽

象されても, 労働過程の社会的側面はもちろん技術的側面も, 一定の生産関係を含んでいる。

その生産関係はもちろん特定の歴史時代に固有ではな く他方全 く歴史的貫通的でもな く いく

つかの時代に共通するのであるが。第三に,資本主義的生産様式は資本主義的生産関係とこれ

ら諸生産様式から成るといってもよいが, それらの寄木細工ではな く , それらが相互に規定

しあい変革しあって融合 した一統体なのだから, その歴史性はその構成要因のそれによう

て規定 されるとともに, この融合= 生産様式の形成過程それ自体によって何よ りも規定され

るということであるP)

マルクスは資本論第 3巻の最終部近く で資本主義的生産様式の特徴を次のように二っにま
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とめている。 「第一に。この生産様式はその生産物を商品と して生産する。 商品を生産すると

いうこ とは, この生産様式を他の生産様式から区別するものではない。 しかし, 商品である

ことがその生産物の支配的で規定的な性格であるというこ とは, た しかにこの生産様式を他

の生産様式から区別する。 このこと,は, ●●●●●・労働が一般に賃労働と して現れるというこ とを

含んでいる」戸……「資本主義的生産様式を特に際立たせている第二のものは, 生産の直接的

および規定的動機と しての剰余価値の生産である。 ……この点にこそ資本主義時代に特有な

生産様式はもとづいている。 この生産様式, それは労働の社会的生産力の, といっても労働

者に対して独立した資本の力になってお りしたがって労働者自身の発展に直接に対立してい

る生産力の, 発展の一つの特殊な形態なのである。………資本主義的生産の基礎の上では, 直

接生産者の大衆に対して, 彼らの労働の社会的性格が, 厳格に規定する権威の姿を とって,

また労働過程の, 完全な階層制と して編成された社会的な機構の形態を とって, 相対してい

る」夕)商品生産の社会的生産支配が労働の一般的賃労働化を前提すること, それは資本論第1

巻第 4篇では未だ定立されていはいない。 ただ し, その十分条件はまさ比定立されているが,

ただ何故賃労働一般つま り資本の定在がなければ商品生産が一般化しえないのか, への答が

未だ出されないだけである。 第二の規定はまさに第 4篇で為されるこ と, 見てきた所である。

しかも, それを規定してゆ く根本的契機が剰余価値の生産とされていること, したがって生

産力もまた生産様式もそれによって特殊なものと規定されていること, 注意すべきである。

資本論の展開を総括すべき箇所における上の文章は, 第 4篇の位置と内容を適切に指し示し

ている。 資本論の対象たる資本主義的生産様式の定立。 とすれば, 次はこの総体の一全体と

しての運動, すなわち再生産過程に進む以外にないであろ う。

}王

(1) 「(絶対的剰余価値の生産) は資本主義体制の一般的な基礎をな してお り,また相対的剰余価値の生産の出

発点をな している。」 カール ・ マルクス著, マルクス ・ エ ングルス全集刊行委員会訳 『資本論』 第 1巻第2

分冊, 大月書店 661ページ。 以下資本論の引用はこのマル ・エ ン全集刊行委員会訳版に依拠したが, 漢字

の使用や句読点等, 一部変更した所もある。

(2) マルクスのルー ドヴィ ヒ ・ クーゲルマンヘの手紙, 1867年11月30日。『マルクス= エ ングルス資本論書簡』

大月書店97ページ。

(3) ローゼンベルグ著梅村二郎訳 『資本論註解第二巻』 開成社1960年335¬ 336ページ。 ただ し, 引用に際し

ては漢字の旧字体を新字体に改めた。

(4) ローゼンベルグのこの表現に比べれば, 戸木田嘉久氏の次の表現は不適切である。「第三篇は , ……乗り余

価値の生産一般をあつかった部分……と, 絶対的剰余価値の生産をあつかった部分……と1こわかれる。」(岡

本博之他監修 『マルクス 『資本論』 の研究上』 新日本出版社1980年初版 240ページ) 両者は別々ではなく

まさに同一なのである。

(5) ローゼ ンベルグ, 同, 339- 340ページ。

(6) 「ある経済的社会構成体のなかで生産物の交換価値ではな く使用価値のほうが重きをな している場合に

は, 剰余労働は諸欲望の狭いにせよ広いにせよとにかく或る範囲によって制限されてお り, 剰余労働にた

いする無制限な欲望は生産そのものの性格からは生じないということは明らかである。」 マルクス, 同,306

ペ ー ジ。

(7) 資本論からの引用で出典箇所を示す必要がないと考えたものについては省略した。

(8) 大野節夫氏は, 「資本のもとへの労働の形式的包摂という独自の段階は存在七ない」, 「資本は労働を包摂

するとともに, はじめから生産様式を変化させる」 と述べる。 大野節夫 『生産様式と所有の理論』 青木書

店1979年第 1版第 1刷57, 58ページ。 たしかに歴史的には氏の主張は妥当である。とはいえ, 「(形式的包摂

の) 論理的な性格の面が強調されると同時に, かかる区分 (形式的包摂と実質的包摂の一引用者) は意義



資本論第4篇の主題 25

を失ってい く 」 ( 同59ページ) とい うのはど うであろ うか。 それでは絶対的剰余価値生産を独自に定立する

ことの意味が消えてしまいかねない。 なお大野氏は形式的 ・実質的包摂にかんする資本論各版の異同を検

討している (同, 8← 90ページ)。 大野氏の主張は, 「ほかならぬ資本によって包摂された生産こそ……資本

家的生産様式なのである」 と (同, 40ページ) い う資本主義的生産様式の定義と結びつ く 。 氏はその中に

生産様式の変革を含めているのである。 しかし, それならば, 生産様式の変革にとって, 「包摂」と卜う言

葉では全ぐ不十分である。 大野氏の生産様式定義につ卜ては, 拙稿 「労働過程と資本主義的生産様式」『岐

阜大学教養部研究報告第15号』 1980年 141ページ, において批判した。

他方, 相沢与一氏は協業を 「形式的包摂下のこの最初の資本主義的生産様式」 と表現する。 - 「講座

資本論の研究図」 青木書店1980年第 1版第 1刷 203ページ。 これもまた協業におt てヽ既に実質的包摂が始

まるとする私見と反対である。 私は, 形式的包摂それ自体は資本と個別労働者との関係を意味するので,

協業労働者との関係は含まず, したがってそこでは生産様式と しての協業は成立していないと考える。

(9) このような二重の由来を もつ指揮は資本主義的協業だけにではな く , 例えば奴隷制的協業にも現れる。

それらと原始的協業との違卜を きわだたせるものであるが。

(10) この点, 『 ドイ ツ ・ イデオロギー』 段階と もはっき り異なる。 『どの程度まで一国民の生産力が発展して

いるかは, 分業が発展している程度によってもっと も明白に しめされる」。 - マルクス, エ ングルス著古

在由重訳 『 ドイ ツ ・ イデオロギー』 岩波書店, 昭和41年第14刷25ページ。 ここでは分業による生産力の上

昇を とい うよ り生産力の上昇を分業においてとらえて卜る。 この場合も分業に対する批判はそれを所有に

結びつけるこ とにようて一貫 しているが。

(11) 「われわれはまず第一にマニユの起源を, 次にその単純な諸要素, すなわち部分労働者と彼の道具を,

最後にマニユの全体機構を考察した。」

(12) この点もマニユ独自の技術的性格を主張するさいの一典拠である。

(13) 安部隆一 「使用価値の歴史的 ・独自的性格」 『思想』1950年10月号N0. 316岩波書店28ページ。

㈲ カール ・ マルクス著, 江夏美千穂 ・上杉聡彦訳 『フ ラ ンス語版資本論下巻』 法政大学出版局1979年13ペ

ー ジ。

(旧 相沢与一氏は 「第13章について次のよ うに組み替えて読みと る こ と もで きるであろ う」 と述べる。 「機

械制工場経営における労働の直接的包摂に限定すれば, この編成 (資本論のそれ一引用者) で十分であろ

うが, 当面の課題に沿って第13章全体の含意をあまさず汲みと り, 第 7篇の資本蓄積論への発展諸契機を

確保しよう とすれば, まず, 第三節を もちろん考慮に卜れながら, 第一, 二, 四節, と く に第四節にお卜

て機械制工場経営における機械体系を媒介と しての資本による労働の実質的包摂を確認する。 そのうえで,

実質的包摂下の労働者状態を明らかにするために, 第一に, 機械制大工業が直接的生産過程にお卜て本来

的工場労働者に及ぼす諸影響を第三節にそ く して確認する。 (以下略)」 前掲 『講座資本論の研究団』 205

- 206ページ。 氏は, 資本論の展開を一方では肯定しながらも, 他方, 第4節以降の展開, さ らに資本蓄

積論との関連を考慮した場合, 第 3節を 4節の後に回すべきとする。 第 3節が後方への展開にとってもっ

ている意義を指摘していることは正当であるが, 氏が4節の内容を 「労働の実質的包摂」 それ自体に限定

しているのは狭すぎる, と考える。

(旧 マルクスはこの婦人 ・児童労働の利用による剰余価値の増大を特別の呼称で呼んで卜ない。 特別剰余価

値を生みだす個別的労働生産力の上昇一その場合労働は強められた労働と して作用- , および労働の強化

による剰余価値の増大についてはこれらを相対的剰余価値の生産のなかに含めている。 ローゼンベルグは

婦人 ・児童労働の充用によるものを も相対的剰余価値の生産に含めている。 剰余価値の様々な生産方法の

分類は拙稿の即題意識の外にあるが, 私は労働の強化による剰余価値の生産は生産方法をそれ自体として

変えないのだから絶対的剰余価値の生産に属すと考えてきた。 しかし, それは労働の強化が生ずる条件を

考えれば一般的にはいえないようであ り, む しろ逆であるかと も思える。 ただし, 剰余価値の分類を形態

的に行うことは賛成できない。

(17) 「“近代工業で’それ自体ど 大工業の資本主義的形態” とは論理的に区別されなければならない」。芝原拓

自 「歴史における社会構成体の移行(2卜近代) 『講座史的唯物論と現代 3世界史認識』青木書店1978年第 1

版第 1刷 195ページ。
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(18) 「資本主義が機械を発展させ, それ自身の目的に適したそのあらゆる技術的特性を利用していく につれ

て, 資本主義は死んだ労働による生きた労働の支配…を, たんに経済関係あるいは権力関係…と してでは

な く , 物理的な事実と して実現してゆく ことになる」。 ブレイヴァマソ著富沢賢治訳『労働と独占資本』 岩

波書店1978年第 1刷 250ページ。

(19) 「機械は人間の目には独力でそれ自体の内的必然性にしたがって動いているようにみえる。 これらの必

然性は, “技術的必要”, “機械特性”, “効率要件”と呼ばれているが, しかしそれらは概して資本の要件で

あ り, 技術のそれではない。 機械にとっては, それらは, 機械の有する可能性のうちで資本がもっとも精

力的に開発 しよう とする側面, すなわち制禦を実作業から分離する技術的可能性を表わすものにすぎない」。

同, 同, 252ページ。

叫 富沢賢治 『唯物史観 と労働運動』 ミネルヴァ書房1974年第 1版第 1刷 139ページ。

(21) 同, 同, 140- 141ページ。 引用文中, 「労働の資本へゐ従属化 (剰余価値生産論視点)」 とあるが, 労働

の従属化はまさに資本主義的労働過程の産物に他ならない。

(22) 社会的分業の発展を もって労働の社会化とする レーニンの見地には賛成できない。 社会的生産が一つの

集団の意志と統制のもとに服するようになれば, これを労働の社会化と呼ぶべきである。

(23) 坂本和一 『現代巨大企業の生産過程』 有斐閣, 昭和49年初版第 1刷33ページ。

(24) 同, 同, 35ページ。

回 同, 同, 35ページ。

叫 同, 同, 36ページ。

(27) 高島善哉 「生産力理論の課題」 「一橋論叢」22巻 2号1949年 332ページ。

圈 同, 「生産力と価値」 『思想』 岩波書店1950年10月号N0. 316 11ページ。

(29) 「労働の社会化」, 「社会的生産過程一般」 とい う表現の違いはあっても, 労働生産力構造それ自体に生

産関係を含まな卜とい う点では, 坂本氏と富沢氏は共通する。 他に芝田進午氏, 芝原拓自氏も早 く からそ

のことを主張している。 私は拙稿 「労働過程と価値増殖過程」 において, 生産様式概念の見解が芝田氏等

と鋭く対立する林直道氏が生産力概念についてはこの点では一致することを指摘した。

(30) 仲村政文 「分業と生産力の理論」 青木書店1979年第 1版第 1刷259- 260ページ。

(31) 「生産関係が生産力の本質的要因と して, その生産力の歴史的性格を規定している」。 篠原三郎 『現代管

理論批判』 新評論1978年初版第1刷72ページ。 私は篠原氏の多ぐの問題提起に, またこの前半部に, 賛成

するものであるが, 後半部には賛成できない。 資本主義的生産関係は資本主義的生産力 (そ して様式) の

歴史性の一要因にすぎない。 犬

(32)(33) マルクス 『資本論』 第 3巻第51章。


