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価値形態論の課題 と論理次元

一価値形態 「発展」 の否定

神 田
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The Subject of theTheory of Value-form,

and its theoretical Dimension

Toshihide KODA

1. 価値形態論の位置

価値形態論は, 『資本論』の叙述の中でマルクスが大いに苦心した箇所の一つであ り, エン

グルスの助言も容れ, 『経済学批判』, 『資本論初版』, 『同第2版』とかな り書き変え, 尚, い

さ さか ( ? ) 難解であろ うと自認している所である。 その設定と展開は, 古典派経済学とマ

ルクスを明瞭に分ち, マルクスの論理と方法とを端的に示している。 それ故, 多く の論者を

ひきつけ検討されてきたが, その抽象的論理的性格からして論者自身の視点が問題とな り,

なかなか意見の一致しないあるいは意見の分れる所で もある。

私は, 価値形態論の内容と論理次元を明確にするためには, それだけを切 り離してはいけ

ない, と考える。 マルクスは, 資本制生産様式分析の出発点に価値論ではな く商品論を置き,

その中軸に, 「私が始めて批判的に指摘したものである」 と誇 り, 「経済学の理解にとって決

定的な跳躍点である」 と強調する 「労働の二重性」 を据えた。 価値形態論も商品の物神性論

も当然それによって設定された。 即ち, マルクスの価値形態論は, 労働の二重性論に従って

商品世界が解明されてゆく二過程以外の何物でもない。 労働の二重性にもとづく展開を否定

すれば, その価値形態論の内容と展開は, 現にマルク スのものとは全 く 別様になって し ま

う1)。

も う少し詳し く見る。 『資本論』 第 1巻第 1篇 (以下, すべて 『第 1巻』 なので, ただ篇,

章だけ記す) は, まず商品を設定してその二面性を指摘し, 次にその根源たる労働の二重性

を解明する。 その次に, 第 3節で, 冒頭に 「交換価値」 と して掲げた 「価値形態」 をあらた

めて独自の課題と して定立 ・分析し, 最後に, 当該の商品章をいわば商品生産社会の総括的

分析 ・反省として商品の物神性論で閉じる。 次いで, 章をあらためて交換過程を論じ, そこ

で (一般的等価物2)」= 貨幣の必然的形成を論定して, 第 3章貨幣に移る。 この展開は, 同一

篇の中でも商品と貨幣を次元の異なるものとして分ち, 両者の媒介項を も一章として独立さ

せ, 自然に見える。 しかし, それは周知の一問題を含む。 即ちレ商品章の一部, しかもその

終節ではない価値形態論において, 既に 「貨幣形態の生成」 が定立されている事である。 そ
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れはまさ し く交換過程に於いて形成される貨幣と同一とされているのだから, 直ちに両者の

関連が問題となる。 むろん, 同一事を二重に描く事は無用である。 実際, 宇野弘蔵氏及び宇

野学派は, このマルクスの叙述= 論理展開に納得せず, 貨幣形態の生成を事実上価値形態論

だけに純化する3)。 しかし, 私は, 両者の分離, 換言すれば交換過程が小な りとはいえ 1章を

与えられている事, の意味を追跡し, その正当性を考えてみたい。 私は, マルクスにあって

は叙述の区分には明確な序列がある, と考える。 それが私の視点である。

2. 価値形態論の設定とその課題

(1) 価値形態論の課題

商品の価値形態は, 労働の二重性に基づいて価値の実体が解明された後も, 尚, 「どう扱っ

てよいか分らぬ代物」, 解明すべき 「価値対象性」 として提起される。 そこに価値形態論が,

いわば歴史貫通的な労働の二重性と異なる次元に属する問題であることが示されている。「と

はいえ, 諸商品は, ただそれらが人間労働という同じ社会的単位の表現である限りでのみ価

値対象性を有していること, 従って商品の価値対象性は純粋に社会的であること, を思い出

すならば, 価値対象性は商品と商品との社会的な関係の内にしか現れえないこともまた自か

ら明らかである4)。」 ここで, 商品の価値形態はまさに価値実体に根拠をもっていることが確

認され, それに応じて分析対象が提示される。, かく して, そ こにその成立条件も明示される。

即ち, 人間労働という共通性の存在, 二商品の関係形成, これが必要十分条件である。 とは

いえ, マルクスが密接に結びつけている, 否, 論理展開の序列の中に位置づけている, この

たった 2つの条件が, 多 く の論者によってその結びつきあるいは同一性を批判されるのでは

あるが。

今一つ。 マルクスはかく価値形態論の対象即ち解明すべき課題を提起した後, 直ちに, 「今

ここで為さねばならない事は, (中略)貨幣形態の生成を示すこと, 即ち商品の価値関係に含

まれている価値表現の発展をその最も単純な目立たない姿から輝く貨幣形態に至るまで追跡

することである。 これによって同時に貨幣の謎も消え去る5)」, と言 う。 マルクスにあって

は, さ きに提起された課題の解明が, 同時にあとの結果をもたらす, と考えられているのは

間違いない。 とはいえ, 少ないとは言えない第 3節の叙述は, 一見, 上の二つの課題を別々

に解明しているかのようにも見える。 むろん, それは正し く ないが。 尼寺義弘氏はその関係

を こ う説明する。

「価値形態論の論理構造は二つの側面に分けて説明するこ とができる。 一つは, 商品形態

の分析によって得られた価値の概念から単純な価値形態の発生を証明することである。 も う

一つは, 単純な価値形態から貨幣形態までを形態的に展開することである。 二つの側面はと

もに価値概念の貨幣形態への展開の不可欠の側面であるといえる6)。」

尼寺氏は, 「価値概念の貨幣形態への展開」として 2つの側面を統一する。 論理展開の一貫

性がある, というこ とである。 私は, 反対に, この2つの側面は論理的に一一貫していないと

考え, それを示すのが本論文の一目的である。

花田功一氏はこ う設定する。(価値形態論の課題は, ……価値概念から貨幣発生の必然性を

論証するこ とにある7)。」 課題は明確に一本化される。 ここでも私の考えは, まさに逆, 価値

概念から貨幣発生の必然性は論証されない, いや, 貨幣不発生の必然性が論証される, とい
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う事である。

(2) 「単純な価値形態」 の設定

「価値対象性」 は 「商品と商品との社会的関係」 として提起された。 他方, 最初にマルク

スが提起した価値形態は, 「最も単純な価値関係」 として 「一商品のための最も単純な価値表

現」 即ち 「単純な, 個別的な, または偶然的な価値形態」 (以下, 呼称の意味を論ずる場合を

除き, 「単純な価値形態」 と記す) である。 両者は, 形は同一であるが, その提起の仕方から

来る論理的意義は同一ではない。 価値対象性から提起されたとすれば, それは全き価値の概

念から生み出されたはずだから, 「単純」 かつ 「個別的」 ではあっても 「偶然的」 であるはず

はなく , ましてや未発達ではない。 他方, その呼称にふさわしいものとしては, それはまた

「萌芽形態上とも呼ばれ, その後の 「発展」 を予定している。 既に, 「単純な価値形態」 の提

起に於いて二層の論理が交錯しているのだ。 この点を さ らにマルクスに即して見よ う。

一方, 交錯過程論に於いて。「直接的生産物交換は, 一面では単純な価値表現の形態を持っ

ているが, 他面ではまだそれを持っていない。 この形態は, X量の商品A = y量の商品Bで

あった。 直接的生産物交換の形態は, X量の使用対象A = y量の使用対象Bである8)。」 「(直

接的生産物交換では) 交換される物品は, それ自身の使用価値や交換者の個人的欲望にはか

かお りのない価値形態をまだ受け取っていない9)。」

ここに, 二物の関係とい う形態的同一性よ りその内容的差異が重視されているのを見る。

「単純な価値形態」 は, まさに所有者= 交換者の欲望とのかかわりに於いて, 直接生産物交

換の形態と区別されているのだ。 ここでの規定はまさに価値概念に照応している。

他方, 第 3節中に。 「この (単純な) 形態が実際にはっき りと現れるのは, ただ, 労働生産

物が偶然的な時折の交換によって商品にされるような最初の時期だけの事である10)。」

ここでは, 「単純な価値形態」は直接的生産物交換と同一視される。 明らかに, 上の2つの

命題は矛盾する。 後の文は, 「単純な価値形態」 を 「一般的価値形態」 に比較している所で現

れるのだから, 「発展」 の論理からとらえた規定といえよう。 2つの論理のいずれが「単純な

価値形態」 の内容を適切に表しているであろ うか。

提起された 「単純な価値形態」 に於いては, まずその両辺0 対極性が指摘され, 価値表現

の仕方が説明される。その次にしかし, この価値形態= 価値表現が可能なのは, 「ただ同じ単

位の表現としてのみ」 であることが確認される。 即ち, 価値実体に基づ く価値等式がその基

礎にあるのだ。 この点で, 「単純な価値形態」 は, 冒頭の価値形態提起を承けている。 即ち,

「商品と商品との社会的関係」 の具現である。

その上で, マルクスはかの共通の実体が両辺の対極的役割によって表現される事は, 価値

表現だけに固有ではない事を, 酪酸と蟻酸プロピル, 重量物と しての棒砂糖と鉄, の例によっ

て示す。 差異はただ, =一方は「両方の物体に共通な自然属性」, 他方は「純粋に社会的なある

物」, たる点のみにある, と。 これらの例は, その様式に於いて価値表現の仕方と共通であ

る, と言われているのだから, 単なる比喩以上である。 この比較はマルクスの価値形態論を

端的に特徴づけている11)。

(3) 商品所有者の欲望または主観の役割

マルクスにあっては, 共通な実体に基づ く価値等式, それが 「単純な価値形態」 の必要か

つ十分条件である。 そのさい, この条件は定量規定を も併せ持っている。 それに対し, 宇野
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氏は真向から批判を浴びせる。

「根本的な問題を提起して見たいと思 う。 リンネルが相対的価値形態にあって上衣が等価

形態にあるとい う場合, リンネルは何故上衣を等価形態にとるに至ったか, それにはリンネ

ルの所有者の欲望というものを前提しないでもよいだろ うか。 そ ういう関係を離れて斯うい

う形があり得るだろ うか12)。」

価値等式の形成にさいし, 商品所有者の欲望を認める事は, 価値等式に単に一条件を付加

したとい う こ とではすまない。 価値形態の内容も前後の論理展開も全く異なってこざるをえ

なく なる。 まさに宇野氏は 「根本的な問題」 を提起した6 マルクスにあっては, 商品所有者

は交換過程に於いて初めて登場して来るのであるから, 当然ここ価値形態論では存在せず,

その欲望も語りようがない。 宇野氏にあっては, 所有者の欲望を入れることで, 価値形態の

形成因を商品所有者の主観に帰す。 即ち, 価値形態は客観的実在ではなく , 商品所有者の主

観的表象である。 かく して, 価値の実体規定は, 当然, 客観的実在だから, その価値形態か

ら追放される。 あるいは, 商品論冒頭での価値実体規定を否定したから, その価値形態論が

形成された, と言ってもよいであろ うか。 いずれにせよ, フルクスと宇野氏はここで決定的

に分れる。 商品所有者が, 頭の中で自己の商品と他の十商品を交換関係として結び付ける事

は可能である。 しかしそれは定量的規定をもっているはずがない。 宇野氏も, 所有者の欲望

そのものが価値の定量的規定を与えるものではない, と言う。 それ故, 商品は価値を持たず

に価値形態を形成 ・発展させる。 定量的規定はこの価値形態発展= 交換過程の進行の中で何

処からともなく生まれて く るのであろ う。 それ故, 金が現実に商品価値を尺度する, とも言

われる。宇野氏の方法に対して, マルクスの次の文がまさにあてはまろ う。 「商品の価値形態

または価値表現は商品価値の本性から出て く るのであって, 逆に価値や価値量がそれらの交

換価値としての表現様式から出て ぐるのではない。 ところが, この逆の考え方は, 重商主義

者やその近代的蒸し返し屋たるフ ェ リエやガエルなどの妄想であるとと もに, 彼等とは正反

対の近代の自由貿易外交店員, バスティ アやその仲間の妄想でもある・。」 マルクス説から見

た, 宇野理論の位置付は明白である。 まさに, 宇野価値形態= 交換過程論は, 商品所有者=

交換当事者の表象をそのまま反映したものに他ならない。 -

この宇野説に対し, 久留間氏はこ う反論した。「簡単な価値形態において, ある特定の商品

が等価形態に置かれているのなぜかという問題と, 等価形態に置かれている商品の使用価値

が相対的価値形態に立つ商品の価値と, はっき り区別して考えられうるし, また区別して考

えられねばならない二つの異なった問題である。 このうち前の方の問題は, 相対的価値形態

にある商品の所有者の欲望を考慮に入れることによってはじめて答えられるとともに, その

欲望との関連を考慮することによって容易に答えられる。 しかし後の方の問題はそ うではな

い。 後の方の問題は, 相対的価値形態にある商品の所有者の欲望にもとづいてある特定の商

品が等価形態に置かれているというこ とが前提された上で, なお解明さるべく残るところの

問題であ り, そ ういうことを所与の事実として前提した上ではじめて独自の問題として設定

され うる問題である14)。」

久留間氏は, 問題を二分して, 価値表現の問題を価値等式から展開した。 それが, 氏独自,

の 「廻 り道」 の論理であるこ と, い うまでもない。 かく して, それは客観的実在の表現様式

となった。 しかし, 主張の前半はすっかり宇野氏の土俵に乗ったものであり, マルクスと全

y 心
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く異なるこ と , 見た とお りであ り, また多 く の批判が既になされている所である15)。

3 . 価値形態の 「発展」 と 「一般的価値形態」

(1) 「単純な価値形態」 の 「不十分さ」 と 「移行」 の論理

。 「単純な価値形態」 の位置付について々ルクスに若干の混乱は見られるものの, 本筋は,

「商品の価値形態または価値表現は商品価値の本性から出て来る」, とするものであった。 こ

れは, 「単純な価値形態の全体」 叙述の中の一文であるから, まさに 「単純な価値形態」 がか

く定立された 「商品の価値形態」 に充当することを表す。 即ぢ, 価値形態は申し分な く定立

され, その分析が完了していることを意味する。 しかし, マルクスは, その直後, 突如価値

形態はまた労働生産物の商品形態であり, 商品形態の発展に合わせて価値形態も発展すべき

もの, と言い出す。 「単純な価値形態」 は, 「一連の変態を経て初め七価格形態にまで成熟す

る萌芽形態」 であり, 「その不十分さは一見して明らかだ」, とされる。 突如, 「発展」 の見地

が入って来るように見える。 奇妙な事である。 商品形態は, 既に発展したものとして示され

ていたのではなかったか。 当然, 価値形態もそれに照応しているはずである。 決して, 歴史

的端初形態ではなからだはずである。 ところが, 形態的端初性を持っているように言われる

のだ。

即ち, 「ある一つの商品Bでの表現は, 商品Aの価値をただ商品A自身の使用価値から区別

するだけであり, 従ってまた, 商品Aをそれ自身とは違った何らかの一商品種類に対する価

値関係の中に置くだけであって, 他のすべての商品との商品Aの質的な同等性と量的な割合

とを表すものではない16)。」

そもそも, 商品Aの価値形態は, 自分の価値を自分の体で表現できないから, Bの体を借

りたのではなかったか, そして, 「商品Bの現物形態はただ価値形態または価値の姿としての

み認められている」のであり, そのことはAにとって十分なはずである。 即ち, (簡単な価値

関係という前提のもとでは第一形態による価値表現は欠陥をもたない17)。JAにとって, Bの

他にCもD もあることは, 決してBによる表現の 「不十分さ」 ではない。 換言すれば, 他の

一商品に対する価値関係の中に置く 「だけ」 という 「不十分さ」 の評価は出て来ない。 マル

クスのこの 「評価」 は全 く見当はずれである。

他方, Aの等価形態たる一商品は, その使用価値的特性の故にその地位に選ばれたのでは

なかったから, 別の同じ く平凡な一商品がそして 「他のすべての商品」 がその地位に立つこ

とは, 「おのずから」 可能である。 マルクスの, 「単純な価値形態」 から 「全体的な, または

展開された価値形態」 (以下, 「全体的価値形態」 と呼ぶ) への移行の論理は, 前者の 「不十

分さ」 と後者への 「おのずから」 の移行という二段構えになっているが, 前者は成立しない。

即ち, それは, 「単純な価値形態」 の内的矛盾による移行としては成立しない。 そして, 「お

のずから」 が示すのは, 個別から 「総和」 への移行である。 当然, これまた矛盾でも発展で

もな く , 論理次元は全く高まっていない。 確認したい事は, 「全体的価値形態」 が 「単純な価

値形態」 と何等次元が違 うものではな く , マルクスも一方でそのようにと り扱っている, と

い う こ とである。 しかし, マルクスは他方で, この 「全体的な価値形態」 が一つの新しい形

態, 「もっ と完全な形態」であるかのよ うにも見なしている。 ここにもマルクスの混乱があら

われており, それはやはり価値形態の 「発展」 を考える所から来る, といえよ う。 そして,
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その 「発展」 の論理から, 「全体的価値形態」 の 「欠陥」 も提起される。

(2) 「全体的価値形態」 の 「欠陥」 と 「一般的価値形態」 の形成根拠

リ ンネルは, 「全体的価値形態」 にあって 「商品世界に対して社会的関係に立つ」。 そこで

は, 「商品価値はそれが現れる使用価値の特殊な形態には無関係だとい う こ とが示されてい

る」。即ち, 商品価値の本性がこの形態の中に示されているのだから, 本性と形態は完全に照

応している。 いや, 商品価値の本性からこの 「形態」 が定立されたのだ。 にもかかわらず,

マルクスはこの形態の 「欠陥」 を こう指摘する。

「第一に, 商品の相対的価値表現は未完成である。 何故なら, その表示列は完結すること

がないのだから。 第二に, その連鎖はばらばらな雑多な価値表現の多彩なモザイ クを成して

いる。 最後に, 当然のことと して, 各々の商品の相対的価値がこの展開された形態で表現さ

れると, どの商品の相対的価値形態も他のどの商品のそれとも異なった無限の価値表現列で

展開された相対的価値形態の欠陥は対応する等価形態に反映する。 ここでは, (中ある。

略) それぞれが互いに排除しあう制限された等価形態だけが一般にある。 同様に各々の特殊

的商品等価物に含まれている特定の具体的有用労働も, ただ, 人間労働の特殊な, 従って尽

きることなき現象形態でしかない。 人間労働は, その完全なあるいは全体的な現象形態をま

さにあの特殊的現象形態の総枠の内に持ってはいる。しかし, それは統一的な現象形態を持っ

ていない18)。」

第一の理由は, この価値形態に於いでも商品は個別的に価値を表現してお り価値形態は

各々完結しているのだから, 成立しない。 「単純な価値形態」 の総和からなるこの価値形態

が, 一個の有機的全体であるかのように見ると, この 「欠陥」 があるよ うに見えるにすぎな

い。 第二も全 く同様である。 第三は, 事実上, 一商品のではな く諸商品の「全体的価値形態」

を意味している。 ここにマルクスが, 一商品の 「全体的価値形態」 を諸商品のそれに 「おの

ずから」移行させているのを見る。 たやすい事だ。 ただし, そ うすると価値形態の意味も「移

行」 もマルクスが呈示しているものとは全く違ってしま うのだが, それは後論に回し, 当面

の論点に戻ると, 一商品の価値形態= 価値表現は他商品のそれと関係ないのだから, それぞ

れ異なっているのは何等 「欠陥」 ではない。 これらの理由付を, マルクスはただ形だけから

見い出したよ うに見える。 「根底的な批判」 を宗 とする彼と しては, 信じ られないほどであ

る。 彼はさ らに, 上の第三点を等価形態について反省しているが, やはりその論法は強引と

いうほかない。 人間労働がその 「完全な」 現象形態を特殊的等価形態の 「総枠」 の内に持つ

とすれば, それこそ本質と現象は完全に照応しているわけである。 諸特殊的有用労働から抽

象的人間労働が抽出されたのだから, それを現象させるとすればそこに還るしかない。 一商

品のさ らに諸商品の 「全体的価値形態」 を想起すれば, それらが価値概念から作出された事

は容易に判る。 もしそこに価値概念との不一致があれば, 現象形態の欠陥といえよ うが, こ

の場合当の価値形態は価値概念以外の要素 (例えば欲望) を一分子も含まず定立されており,

両者の照応は安全である。 (それ故, 逆に, 欲望などを含めて価値形態を定立すれば, そこに

「欠陥」 ないし 「矛盾」 を見出す事は容易である。) そ こに, 人間労働の 「統一的現象形態」

とい う要請ないし必然性は全 く出て来ない。 そこで実際上, マルクスも, この 「統一的現象

形態」 を前提として突然さ し入れ, それを有していないことで 「欠陥」 とする論法を用いて

いる。 が, それは 「一般的価値形態」 を前提してその生成を論ずるのと同じ こ とである。 そ
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れを価値形態の内発的必至のように描いている所に, 私はマルクスの混乱を見る。

さ らに, このよ うないわば 「移行の動力」= 必然性に加えて, 「移行」 の成立のためには,

その必要十分条件が定立されねばならない。 ここではむろん, それは 「全体的価値形態」 の

「引っ く り返し」 と, それを行 う 「商品世界の共同の仕事」 である。 まず, 「引っ く。り返し」

は, 価値形態の逆関係の存在とその相互移行を条件とする。 マルクスの価値形態は, 共通の

実体に基づ く価値等式から定立されたのだから, 一価値形態の逆関係は同時に存在し うる。

即ち, それは価値形態提起の仕方にかかおる事で, もしそれが商品所有者の欲望ないし主観

の表現とすれば, 当然逆関係は一般的には存在しえず19), 「引っ く り返 し」 もむろんない。 し

かし, マルクスでは, 「20エレのリンネル= 1着の上着……としヽ う表現は, 1着の上着7 20エ

レのリンネル……という逆関係を含んでいる。」しかし, 注意せよ。 この成立は価値形態次元

ではなく価値等式次元であるこ とを。「同じ商品が同じ価値表現で同時に両方の形態で現れる

事はできない」。即ち, 一つの価値等式は二つの逆の価値形態を含むが, その各々の価値形態

は他方を含まないのだ。 二商品の価値等式は逆関係を含むが, 一商品の価値形態は逆関係を

含まない。 また, 一方から他方へ 「移行」 することもできない。 そ うすれば, 当の商品の価

値表現はな く な り, 価値形態のそもそもの設定に背反してしま う。

商品の次元ではそ うであっても, 分析者なら, 価値等式にさか上り, 逆関係を設定できる,

と言 う事はできよう。 その意味でなら, 「引っ く り返し」は可能である。 しかし, 価値形態を

引っ く り返しても, 元のものと全 く等価, 同次元のものが得られるだけである。 マルクスの

両極は何の特殊規定も帯びていないのだから。 つま り, 一価値形態の 「引っ く り返し」 は,

上述のような形で可能ではあっても, 価値形態の 「移行」 ないし 「発展」 の説明手段として
l r /

は全 く無用なのである。

上のマルクスの規定は 「単純な価値形態」 におけるものである。 が, 全 く同様に 「全体的

価値形態」 にもあてはまる。 「全体的価値形態」 の 「欠陥」 は, それが何であれ, 相対的価値

形態に立つ商品, 例えばリンネル, の価値表現のそれであったはずだ。 が, ひっ く り返せば,

( リンネルの価値表現は発展どころか消滅してしま う20)。」 一商品リンネルの 「私事」 が問題

なのではない, 社会的価値形態= 価値表現が問題であって, リンネルが相対的価値形態から

等価形態に移った事など瓊細な事だ, と言われるかもしれない。 しかし, 商品世界の価値表

現だ とすれば, 初めにリンネルの 「全体的価値形態」 だけでな く , 諸商品の 「全体的価値形

態」 があらねばならない。 それを, 実際はマルクスは知っていた。 「全体的価値形態」 の 「欠

陥」 の所で一担それを呈示し, また再び 「引っ く り返し」 に際して一商品の形態に戻った事

自体, 不統一である。 もっ とも, それを明示して, 「ひっ く り返し」 によって 「一般的価値形

態」 を得ることは, 『資本論初版』 の 「形態IV」 の扱いでいみじ く も示されているよ うに, 不

可能ではあった21)。そ うではな く , 商品世界の唯一の価値形態として リンネルの価値表現が存

在するだけだとすれば, その価値形態は, 既に特権を与えられてお り, 平凡な一市民 リンネ

ルのものではなく , 当初の 「全体的価値形態」 定立の前提に反することになる。 マルクスは,

全 く これらの点をすり抜けてしまっている。 故に結論。 「全体的価値形態」の「ひっ く り返し」

によって 「一般的価値形態」 を得る事は, 逆関係の存在にもかかわらず, 不可能である。

ただし, それは 「一般的価値形態」 成立の不可能を何等意味しない。 それを得る事はむし

ろ易しい事である。 マルクスの 「移行」= 「発展」 論と対比して, 簡単に表示してみよ う。
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要は, 諸商品の 「全体的価値形態」 の提起にある。 それが, 「単純な価値形態」 と同次元,

その総和たる事, す ぐ判ろ う。 マルクスが, この形態を知 りながら, 論理展開の中では無視

した事は, 何としても理解し難い事である。 さすれば, 「一般的価値形態」 への 「移行」 も。
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の内に持っている」 のだから。

従って, 価値形態論で 「一般的価値形態」 を成立させる事はできないし, また必要ない。
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済学批判』において。 「今までは商品は, 二重の見地のもとに, 即ち使用価値として, また交

換価値として, そのつど一面的に考察された。 けれども, 商品として, それは直接に使用価

値と交換価値との統一である。 同時にそれは, 他の諸商品に関係する限りで商品である。 諸

商品の相互に対する関係はそれらの交換過程である。 それは互いに独立した個人が入りこむ

社会的過程であるが, 彼等は商品所有者としてだけそこに入りこむ」 22)。 『資本論』 では, 商

品所有者の登場によってだけ画される。 彼等は, 「ただ経済的関係の人化」であるが, こ こで

は 「商品所有者を商品から特に区別するものは, 商品にとっては他のどの商品体もただ自分

の価値の現象形態として認められるだけだ, とい う事情である。 (中略) 商品には欠けてい

る, 商品体の具体的なものに対する感覚を商品所有者は自分自身の5つ以上もの感覚で補

う23)」, とい う規定性をもっている。 『経済学批判』, 『資本論』, ともに基本的に同一であると

考えるが, 前者に於いては, 「使用価値と価値との統一」 という規定にやや不明確さが残る。

つま り 「統一」 を考察するという反省規定は, 本来, 同一次元の最後に行うべきであ り, 新

しい次元の開始としてはふさわし く ないという事情が存しているのに対し, 後者ではすっき

り純化されている, といえよ う。

交換過程の次元は商品所有者の登場に明確に表現されている。 一方, 商品は 「他のどの商

品とも (中略) 心だけでな く体まで取 り交そ う といつでも用意している」。 両者の差異を単純

に例示してみよ う。

A商品の論理= 全面的交換可能性 A商品所有者の論理= 個人的要求

A

商品は, 価値の同質性に由来する定量的規定性をもって他の全商品と関係を結ぶ。 それを

Aの側からとらえれば, その「全体的価値形態」である。 商品は価値および価値形態をもって

交換過程に入る。 価値実体を持たずにあるいはそれが不明瞭なまま交換過程に入り, その中

でそれを形成ないし明確化する, とい う よ うな論法はマルクスに全 く無縁である。 この点で,

価値形態論は交換過程論に先行する。 商品所有者は, 価値規定を創造できないのはもちろん,

それを廃止も変更もできない。 彼等はただその貫徹形態を規定し うる, つま りそこに自らの

条件を加え うるのみである。 その規定性は, 交換過程論を新たな論理次元と して定立させ

る。商品ぼ, 価値としては全面的交換可能性にあるが, 「価値として実現し うる前に, 自分を

使用価値として実証しなければならない。」このこ とは, 商品所有者の主観に於いては, 自分

の商品は他の全商品との交換手段になるが, 他人の商品は自己の欲望にしたがって交換手段

たる事を制限する, とい う形で現れる。 「従ってまた諸商品は (中略) ただ生産物または使用

価値として相対するだけである。」商品は価値性格を有しているのに, こ うしてその貫徹を実

現できない。 ここに交換過程の矛盾が生まれる。

上の交換過程の矛盾は, 『資本論』 に於いては, 既に価値形態に於いて 「一般的等価形態」

K
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D
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の存在それ自体ではないがその概念は定立されていると見なされているため, それを持ち込

んで説明され, 若干の混乱を加えているが, 基本的には上のよ うに規定されている, と考え

る。 そこで, 「商品の発展は, これらの矛盾を解消しはしないが, その矛盾の運動を可能にす

るよ うな形態を創り出す。」 「太初に業ありき。」 この解決法はみごとである。

かく して。 「(商品所有者が) 自分等の商品を互いに価値として関係させ, 従ってまた商品

として関係させる事ができるのは, ただ, 自分等の商品を一般的等価物としての別のある一

商品に対立的に関係させる事によってである。 このことは商品の分析が明らかにした。 しか

し, ただ社会的行為だけが, ある一商品を一般的等価物にすることができる。」 そして, 「一

般的等価物」 という 「独自な社会的機能」 によって, 「この商品は即ち貨幣となる」。

貨幣は何よ りも 「一般的等価物」 の形成と して解かれる。 この論法は, むろん, それが既

に理論的に定立されている事を前提としている。 久留間鮫造氏はこ う説明する。 「『資本論』

では, 交換過程にはいる前に価値形態論が展開されている。 したがって, 交換過程論で, こ

の過程における商品の矛盾が追跡され, その媒介の必要が明らかにされた後に, それが何に

よって媒介されうるかが問題となったときに, それはすでに価値形態論で明らかにされてい

る, といって答えるこ とができるわけである。 24)。」 これは, マルクスの方法の説明と しては

当を得ている。 しかし, 私はそこに重大な問題がひそんでいる, と考える。

第ヴに, 商品を価値として関係させる事は, まさに価値形態そのものの本性であって, 「一

般的等価物」 をまつまでもない。 それは, 交換過程に於いても変わらない。 諸商品はすべて

全他商品との価値関係をもって交換過程に入る。

第二に, それ故, 価値形態としては 「一般的価値形態」 は不必要であり, また価値形態の

枠内では, その形成は不可能であった。 その定在を, 「商品の分析が明らかにした」, 「すでに

価値形態論で明らかにされている」, と言うわけにいかないのだ。

第三に, 価値形態論と交換過程論とを峻別する 『資本論』 の方法からして, 後者に於いて。

「一般的等価物」= 「一般的価値形態」 の形成を言うのはおかしい事である。 価値形態発展の

必然として 「一般的価値形態」 が定立され, その必要条件として 「商品世界の共同の仕事」

が提起されるのなら, 続いてそれを分析すればよい。 多く の論者がそ うしているように, 価

値形態論の中に商品所有者を登場させどんどん展開させればよい。 その場合, 価値形態論と

交換過程論との区別はくずされてしま うであろ うが。 しかしまた, そ うあるべきなのだ。 逆

に言えば, 両者を峻別する方法の論理的性格からすれば, 交換過程の矛盾の解決形態を 「一

般的等価物」 の形成として解いてはならないという事である。 『資本論』 の方法的感覚は実に

鋭いが, その叙述に於いては尚徹底しない部分が残されている, と私は考える。 一

矛盾の解決は, 「商品所有者の自然本能」 的 「業」 によるとはいえ, それは恣意的なもので

はあ りえない。 「共同行為」は主体を示す。 解決の仕方は, 矛盾の中に提示されていなければ

ならない。 私は, 流行進化論の突然変異 ・淘汰説を採らない。 それは, 商品の価値性格及び

その現象と しての価値形態ではありえない。 それは当面の矛盾ではなかったのだから。 とす

れば, その使用価値性格以外にない。 それによる価値性格貫徹の制約を脱却するしかない。

商品所有者はそんな商品を見つけるしかない。 かく して, その商品は, 他のすべての商品が

その所有者にとっての交換手段であるのに対し, 一般的交換手段となる。 「こ う して, その商

品は即ち貨幣となる」。
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と同時に, 他の全商品はこの商品によってその価値を表すことになり, この商品は他商品

を等価形態から排除する。 「一般的価値形態」が成立し, 諸商品の価値形態は, 交換過程に於

いて, その本性によってではないが, 変容される。そこから貨幣形態の成立までは, 「金銀は

本来貨幣ではないが, 貨幣は本来金銀である」, とい うだけの距離 しかない。即ち, 私は, 交

換過程の矛盾により 「一般的等価物」= 「一般的等価形態」 が成立して貨幣となるとい うので

はな く , 一般的交換手段として貨幣が成立して, 特殊的等価が 「一般的等価」 とな り, 諸商

品が直接にすべての他商品と関係を結ぶ状態が解消され 「一般的価値形態」 が成立する,

と考える。 「一般的等価物」は, 諸商品の価値を表す, さ らに統一的に表すとい う意味で価値

の尺度となると言ってもよいが, それはここでその機能を創造したのではない25)。それはここ

でそれを独占したのだ。 その機能は, 貨幣ではなく もっ と深く商品に由来する。 それあるが

故に, 一商品は一般的交換手段と成れた。 それ故, 「(貨幣の機能はー引用者) 論理的にも歴

史的にも, 第一機能 (価値尺度 同左) が先行する26)。」

5。 貨幣の生成と本質

(1) 価値形態論の次元と交換過程論の次元

今や, 『資本論』の叙述は, 明確な方法をもっており, 労働の二重性を軸とする整然たる展

開序列をもっている, 価値形態論と交換過程論も, 各 ,々 一つの明確な対象と課題をもって

その中に位置づけられる, と論定できる と考える。 価値形態論の課題は, 前節の展開を承け,

価値対象性即ち価値表現の仕方の解明である。 その対象と してまさに 「単純な価値形態」 が

提起される。 それは, 「最も単純な価値関係」であるが故に, まず提起されたようにも叙述さ

れるが, 実はそ うではない。 それは, 価値概念即ちすべての商品が一方では抽象的人間労働

の結晶として共通の実体を持っているこ とに基づいて, 提起されたのであり, 最も発展した

関係を具現している。それ故, 「すべての価値形態の秘密は, この単純な価値形態の内にひそ

んでいる。」単純な形態であるにもかかわらずこ う言える, のではな く , これが, 個別である

とと もに一般的なものとして定立されているから, こ う言えるのだ。即ち, 「単純な価値形態」

は, 実は一商品の価値形態そのもの, つま り 「価値形態そのもの」 (マルクス) である。

`一商品の 「全体的価値形態」 及び諸商品の 「全体的価値形態」 が, 「単純な価値形態」 から

「自から」 出て く るが, 後者と全く同一, 同次元であり, その総和である。 むろん, それら

の関係は 「発展」 ではない。 この主張は, 前二者が後者とは別の, 各 ,々 「一つの」 価値形態

である事を否定する。 マルクスのそして多く の論者の価値形態論の混乱は, この点の誤解に

発していたようにも思われる。

『資本論初版』 の 「形態IV」 は, 丁一般的等価形態」 の存在の不可能を, 従って価値表現の

(社会的に妥当な媒介された形態28)」 即ち (一般的な直接的交換可能性の形態29)」 の不可能を

示し , ひるがえって 「一般的等価形態」 の必要性を示す, と言われるが, これは正し く ない。

諸商品の価値表現= 価値形態は, 「媒介される」 必要などさ らさ らな く , それ自体が 「直接的

交換可能性」 の具現である。

「一般的価値形態」= 貨幣形態は, 価値形態論の課題の要求する所からは生起せず, またマ

ルクスが行ったような仕方で生起する形式的可能性もない。即ち, 価値形態論は貨幣(形態)

生成の理論ではない。 むしろ, それはその不必要を証明する理論である。 他方, 諸商品の価
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値形態からの 「一般的価値形態」 の生成は, 「全体的価値形態」 の 「ひっ く り返し」 によって

は不可能であるが, 可能である。 ただ, その実現契機が価値形態の中にないだけである。

それは, むろん, 交換過程に於いて貨幣の生成と と もに起こる。 商品は価値従って価値形

態をもって交換過程に入る。 交換過程の中で価値形態が形成されるが如き見解は, マルクス

に無縁である。 ,同一の価値形態を具有しながら, 価値形態では生じない事が交換過程では生

じるのながら, 交換過程論は価値形態論とは明らかに別次元である。

貨幣の生成は, 二重にあるいは二度に分けて, 提起されるのではない。 マルクスは, 価値

形態論と交換過程を峻別し, 「一般的価値形態」= 貨幣形態生成の場を, 「商品世界の共同の仕

事」 を持ち込んで, 事実上交換過程に一本化している。 ただし, この整然たる流れの中に,

それとは異質な価値形態の 「発展」 を挿入したため, 論理展開に混乱が生じたよ うに思われ

る。

(2) 貨幣の生成論

以上の私見を, 反対の主張によって反照してみたい。 尼寺義弘氏は, 「それ (価値形態論)

は貨幣の理論的な定在の必然性を証明している。 交換過程論は貨幣の現実的な定在の必然性,

つま り商品に包みこまれている使用価値と価値との矛盾の交換過程における発現と, その具

体的な解決としての貨幣の生成をみたものである30)」, と説 く 。氏の主張, 「価値形態の考察に

おいては, (中略)価値の実体規定にもとづ く同等性関係が前提されている31)」, には私も賛成

であるが, マルクスの価値形態 「発展」 を 「価値概念とその表現様式 (定在様式) との矛盾

(不一致) 32)」 によって起こるものとしてそのまま肯定し, 上の主張に至る点で私見と異な

る。 氏の所説に対してすぐ湧 く疑問は, 貨幣の生成論はその現実的定在の必然論だけでよい

のではないか, という事であろ う・。 それに対する答えは, むろん, 貨幣形態が価値概念に即

する価値形態の必然的発展と して定立される, とい う事であろ う。 それに対する私見は既に

述べた。 一点だけ加えたい事は, マルクスの価値形態は, 宇野学派のそれと違い, 実在だと

いう事である。従って, そこから成立する「一般的価値」= 貨幣形態も実在である。それを「理

論的定在」 と表現するのは, 私には納得できない事である。

米田康彦氏は, 「い うまでもな く , 価値形態論と交換過程論とは, ともに貨幣の生成につい

て論じたものである33)」, と疑問を許さぬ調子で断言する。 それは, 価値形態論を主にあるい

はまず価値表現の仕方解明と見なす主張や, そこに実際上 2つの課題一価値表現解明と貨幣

形態生成解明- があるかのよ うに見なす主張, を批判するものである。 それだけに, 価値形

態論と交換過程論との 「共通性と独自性」 とは際立たせられる。 即ち。 「“諸商品の現実的関

連” である “交換過程” において諸商品がとる形態規定性が, 価値形態論および交換過程論

の共通の課題であり, そこでは商品に内在する矛盾の外化が主題であるが, 価値形態論では

その形態規定性そのものが解明されたのに対し, 交換過程論では, その形態規定性の完成を

媒介するものが, 交換過程の全体的矛盾からその一部である特殊な等価と一般的等価との対

立への収斂, しぼりこみとい う形で明らかにされているのである34)。」

それに対する私見。 第一, 『資本論』 に於いて章まで異なる 2つの論説が 「共通の課題」 を

もつとい う事自体, 奇妙である。 その視点から, 価値形態論と交換過程論はともに 「交換過

程」上の事柄とされるが, それはマルクス解釈としては誤っている35)。 マルクスにとって, 価

値形態は, 交換過程の前提であり, また実にそこを貫 く規定的動因であるが, 交換過程に入
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る前に形成されている関係である。 換言すれば, 交換過程はその形成ではな く実現の場であ

る。 この点は, 宇野学派等のそれと決定的差異である。 付言すれば, 交換過程に於いて成立

する表象を価値形態論に持込む事が, 後者を混乱させてきた, と考える。 第二, 米田説の論

旨は, 価値形態一貨幣生成の形態規定性解明, 交換過程論一貨幣生成の実現契機の明確化,

とい う様に表せよ うが, だ とすれば, 両者を分ける事自体疑問であろ う。 いずれにせよ, 密

接なあるいは (及び) 連続した関係とせずばなるまい, 実際, 氏が 「不即不離の関係」 と表

現しているよ うに。 米田氏は, 「価値形態論が, 第一章第三節で論じ られているのに, なぜ交

換過程論が, 第二章 と して独立に論じ られているのか, とい う構成上の問題が残されてい

る36)」, と問題を提起する。 両論を 「不即不離」 で論じてきた米田氏にとっては, 当然の疑問

であろ う。 それはまた, 私にとっても重大な問題であ り, 「構成上の問題」の中に内容上の差

異を見る鍵があると考える。 米田氏は, 「交換過程全体」とい う表現でその中に商品の流通過

程まで含め, 以って, 第 2章が第 3章と連繋しているが故に, 第 2章が (第一章, 第三章を

媒介する位置に置かれている37)」, と第 2章独立の一根拠をあげる。 しかし, 第 3章貨幣また

は商品流通, は貨幣生成の結果と して成立したものであ り, 貨幣生成が二重にあるいは二分

して説かれるための理由にはならない。

それに関して言えば, 第 3章こそ貨幣の形態規定性の分析であ り。, それは貨幣生成即ちそ

の定在が定立された後に説かれる。 米田氏が 「価値形態論および交換過程論の共通の課題」

と言 う, 「諸商品がとる形態規定性の解明」を, 価値形態そのものの解明と とれば, それは第

2節における価値実体= 定在解明の後を承けて展開されているこ とになるが, 氏の論旨では,

それは貨幣 (形態) 生成の形態規定性とならざるをえず, その形態の 「完成」 即ち現実的生

成に先行するこ とになる。 それはまさに, 形態規定から実体規定 ( ? ) を導出する宇野氏の

手法であって, マルクスのそれと逆である。 米田氏は, 第 3節の連関を前後逆に理解してし

まったのであ り, それは, 貨幣生成とい う課題を複数の次元に設定した こ とに起因し よ う。

今一つ, 米田氏が価値形態論及び交換過程論とも 「商品に内在する矛盾の外化」 を主題と

する と論定している事に触れたい。 その論定は, 両論を 「交換過程」 の中で とらえる視点に

由来するが, 正し く ない。 価値形態論では, 商品の矛盾は形態そのものには存在していない。

既に述べた よ うに, そ こでは使用価値はただ価値の現象形態と して認められているだけだか

ら, 使用価値 と価値とは対極に現れるが, 現実に対立しているわけではない。 他方, 交換過

程で提起されるのは交換過程の矛盾であって, 商品の矛盾ではない。 マルクスの 「交換の歴

史的と拡がりと深 りは, 商品本性の内に眠っている使用価値と価値との対立を発展させる」,

とい う表現が参照されえよう。 この文は交換過程論にある。 「使用価値と価値との対立」 は,

一定の条件のも とでは 「眠って」 おり, 一定の条件のも とで初めて顕現する。 商品に内在す

る矛盾は, 価値形態にあるのではな く , 価値という形態にある。 即ち, 人間労働が直接的に

社会内関係として現れえずに価値に結晶され価値形態によって表されざるをえないこ と, こ

れである。 これを商品生産の次元で表現すれば一価値形態は商品生産の表現であって 交換過

程の表現ではないー, 私的労働によって社会的労働が組織され七いる事である38)。価値形態に

は, この商品に内在する矛盾がただ表されているだけであって, 他の矛盾はない。 交換過程

の矛盾も, むろんこの商品に内在する矛盾の必然的現象形態であるが, 両者は同一ではない。

そのこ とは, 交換過程の矛盾がその運動= 解決形態を得, かう 諸商品交換が順調に進行 ・完
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了したとしても, 尚商品に内在する矛盾は存する事からも自明であろ う。 商品の物神性論が

この矛盾を提起し分析したものであること, 言 うまでもない。 実にそれは, 交換過程の前に

成立されているのだ。

久留間氏は価値形態論と交換過程論を峻別した。前者では, (商品はもっぱら価値の観点か

ら考察され38)」, (商品はまだ運動の過程にはない39)。」それ故, 「価値形態論でも貨幣の形式が

論じられるが, そこでの問題は貨幣形態の゛如何にして″であってげ何によって″ではない40)。」

この 「如何にして」 を, 久留間氏は既に述べた 2つの課題と して提起するが, 実際は力点は

次に置かれると言ってよいだろ う。「マルクスは, 貨幣形態を遡及分析して最も簡単な価値形

態に還元し, そこで価値表現の根本メ カニズムを解明する41)。」 その 「根本メ カニズム」 解明

が氏の 「廻 り道の論理」 であること, い うまでもないが, その賛否は別として, 氏の論理が,

一方TCは価値形態の 「発展」 を認めつつも, その発展追求ではなく , 逆に遡及ないし還元で

あるこ と, 注目される。 それ故, 価値形態論の課題は2つあるではないかと問われると, 久

留間氏は困惑し, 「と もに欠 く こ とのできない」 ものだ と言 う一方, 結局, 「いずれが最初に

解決さるべき基本的な課題かといえば, それはもちろん前者 (根本メ カニズムの解明) であ

る42)」, と答える。 こ うして絞ってしまえば, 「貨幣の形成の必然を論じることは, 価値形態論

の範囲外にあり, これが交換過程論の固有のテーマをなすのである43)」, と言 うのは, 一貫し

た論理である。 私見に引きっけて言えば, 久留間説は, 事実上丿貨幣形成の解明を一本化す

るとともに, 価値形態論の課題をも一本化している(それ故にまた, 多く の久留間批判) 。 た

だし, 久留間説には, 「発展」 の見地が残り, いわば二元論になっており, それ故 「発展」 を

論ずる時にはと りわけ混乱が現れるが, それはまた, 「価値表現の根本メ カニズムの解明」と

「価値形態発展の解明」 とが方法的にそぐわない事を表白しているともいえよう。

(3) 価値形態論における 丁一般的価値形態」 の定立

価値形態論に於いて貨幣形態が生成するのではな く , 交換過程に於いて貨幣= 一般的交換

手段が生み出されるとともに 「一般的価値形態」 が与えられるとすれば, 最後に, 「一般的価

値形態」= 貨幣形態が既に価値形態論に於いて提起・分析されていることの正当性と意義を考

えねばな らない。

一般的交換手段の成立が即 「一般的等価物」 の成立たる事は, 貨幣の存在及び機能が特別

の, 規定された一商品によって担われる事であった。 それ故, 貨幣が商品であること, 商品

に還元すること, の理解は困難ではない。 そして, かく定立された 「一般的価値形態」 を価

値形態論に持込む事もさまで困難ではない。 『資本論』の上向法は, 概念の一本調子の自己展

開ではなく , 表象が常に重要な役割を演じ, 未証明の前提によって論を展開し後結果として

その前提を定立して当の前提設定の正しさを証明する, あるいは歴史事実によって展開して

後その歴史事実を論理化して証明する, といった方法は往々見られる所である。「一般的価値

形態」 は, 価値形態論に於いて, 生成されるものとしてではなく生成されたものとして定立

され分析される。その結果, それが, 特殊なさ らには光輝く , ただし必然的な貨幣生成によっ

て規定された, 価値形態であ り, その特殊性のもたらす外観と, にもかかわらず, それをは

ぎ取れば, ただの価値形態にすぎない事は, 容易に分る。 この場合, 諸価値形態は発展序列

の中にではな く , 一般型と特殊型 とヽ して並列される。 即ち, それは類型と して設定される。

マルクスの 「単純な価値形態」 こそ個別であるとともに価値形態そのもの= 一般であり, 「一
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1) い うまでもな く , 宇野氏および宇野学派の価値形態論がそれである。 しかしながら, マルクスを忠実に解

釈しよ うとする多くの論者も, 一価値形態論の中に別の次元の問題を持込んでいる。

2) 「一般的等価物」, また 「一般的価値形態」 はマルクスの定式化の呼称である。 以下に論ずるように価値形

態の位置付が異なれば, 呼称の妥当性も問題 となるが, 以下そのまま, ただし 「 」 付で用いる。

3) 「……宇野の主張は, 交換過程論の存在そのものを不要とし, 貨幣の必然性の論証は価値形態論で全面的

に与えられる, とい う結論をみちびく こ とになる。」 (降旗節雄) 。 宇野弘蔵編 『資本論研究 I 』 筑摩書

房, 1967年, 123ページ。

4) カール・マルクス 『資本論第1巻①』 大月書店, 1975年, 64ページ。 以下, 同書のページ数で示すが, 文

章は必ずしも全 く同一ではない。

5) 同, 同, 65ページ。

6) 尼寺義弘 『価値形態論』 青木書店, 1978年, 7ページ。

7) 花田功一 「価値形態論」, 種瀬茂編 r資本論研究』 青木書店, 1986年, 45ページ。

8) マルクス, 同, 117ページ。

9) 同, 同, 118ページ。

この点は, 後論の宇野氏の主張に対し, マルクス説の根本を明示する。

10) 同, 同, 89ページ。

尼寺氏は, この文にもとづいて, 「価値形態論の論理的展開は商品交換の歴史的発展に照応しているこ

とは明らかであろ う。」 と述べる。 さ きの9) に照らすと, 尼寺氏の主張は一面的であろ う。 それだけで

はな く , 価値実体規定にもとづく氏自身の 「単純な価値形態」 設定とも矛盾するのではないだろ うか。

11) それ故, 宇野学派のように価値形態論の独自性を強調すれば, 「価値形態の説明としては, このよ うな自

然科学的な例証は適切ではない」 (降旗節雄, 宇野弘蔵編 『資本論研究 I 』 19ページ) , とい うこ とにな

る。

12) 向坂逸郎 ・宇野弘蔵編 『資本論研究』 至誠堂, 昭和33年, 157ページ。

般的価値形態」 及び貨幣形態こそ実は特殊である44)。

価値形態論に於る 「一般的価値形態」 定立の意義は, また, それが一般的交換手段の生成

とともに与えられた事の内に存している。 そのことは, 貨幣の生成が商品の価値性格の実現

を制約している使用価値的条件を突破するために生じたこ と, 換言すれば, 価値の自立化で

あったこ と, を意味する。 「一般的価値形態」の価値形態そのものへの還元は, 価値の自立化

以前に商品そのものの中に貨幣性格の萌芽があることを明らかにする。マルクスは言う。「困

難は, 貨幣が商品であることを理解する事にではなく , 如何に, 何故に, 何によって商品が

貨幣であることを理解することにある」, と。 ごの有名な文は, 交換過程論の末尾にあるのだ

から, 「商品が貨幣である」とは, まず, 貨幣が商品からの必然的生成であることを意味して

いよ う。 しかしそれだけではなく , それは価値性格の貫徹なのだから, 価値が貨幣として自

立化する以前に, 商品そのものに於いて価値性格の貫徹が表現される形態がなければならな

い。 即ち, 商品の価値形態こそ貨幣の萌芽, その即自なのである。 「一般的価値形態」の価値

形態そのものへの還元は, 価値の自立化と しての貨幣と, 商品そのものに内在する貨幣性格

とを, いみじ く も表現する。 そこにこの形態定立の根本的意義がある, と考える。 かく して,

価値の自立化以前に, 商品そのものの内に根本的矛盾= 動因の存することが明らかとな り,

その矛盾解明の糸口が見い出される。 商品生産社会即ち人間労働の特殊な形態規定性の定立

であるこ と, い うまで もない。

〈注〉
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13) マルクス, 同, 82ページ。
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15) 後出 ( 13ページ) の米田氏の主張他。 詳し く論じたものと して, 武田信照 『価値形態と貨幣』 梓出版社,

1987年, 307ページ以下。

16) マルク ス , 同, 83ページ。

17) 大島雄一 『価格と資本の理論』 未来社, 1965年 , 121ページ。

18) マルク ス , 同, 86ページ。
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広田精孝氏は, 価値形態成立を 「A商品の側の一方的なイユシアティ ブ」 によるとし, 「逆関係」 の成

立のためには, 逆方向のイェ シアテ ィ ブが同時存在せねばならない, 即ち「現実にかかる交換が行われる
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に商品の内にあり, 価値形態 (貨幣形態ではない) に表される。 価値形態において 「商品は貨幣」 なの

だ。

26) 大島雄一 , 前掲書, 163ページ。

27) マルクス, 『資本論』, 65ページ。

28) マルクス , 『資本論第一巻初版』 国民文庫, 1976年, 69ページ。

29) 同, 同 , 70ページ。

30) 尼寺義弘, 前掲書, 155ページ。

31) 同, 同, 23̃ 24ページ。

32) 同, 同 , 95ページ。

33) 米田康彦 「価値形態論と交換過程論における矛盾の外化」 , 『講座資本論の研究第2 巻』 青木書店, 1980

年, 63ページ。

34) 同, 同 , 78ページ。

35) 上の文の初めの部分, また 「価値形態論で問題とされる交換過程」 (65ページ) とい う表現は, 私見から
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38) 久留間鮫造 r価値形態論と交換過程論』 14ページ。

39) 同, 同, 20ページ。

40) 同, 同, 20ページ。

41) , 42) 同, 同, 109ページ。

43) 同, 同, 108ページ。 +

44) 価値形態論を 「発展序列」 として理解するべきでな く , 「類型論」 と して理解すべきである, と初めて明

確に主張したのは, 私の師故大島雄一である。 ( 大島, 前掲書, 73̃ 157ページ)大島説では, 「交換関係」
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る。 私見はこれらの点で異なる。

他方, 鈴木鴻一郎氏は, 「価値形態発展の見地」 から, 価値実体規定にもとづ く価値形態定立と価値形

態発展論とがそぐわない事を明確に主張した。 (鈴木鴻一郎 『価値論論争』 青木書店, 1959年 , 115̃ 188

ページ) 私は, 氏の論拠のほとんどに同意する。


