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はじめに

商業資本と信用との関連を明らかにすることは，商業一般の分析に際し

てもそうであるが，我々にとっては特に，農協の流通組織としての性格や機

能を分析するに際しまた中央卸売市場や商品取引市場の機能を把握するに

際しても重要な意味を持っている。とりわけ，資本家的な生産様式が新たな

様相を帯びて進展している時に，それに照応した流通過程の合理化を明らか

にするためには，信用の働きを抜きにすることは出来ないからである。

ここでは，まず商業資本の概念をつかみ，それと商業信用，銀行信用と

の関連を基本的な点について整理し，ついでそこにおける問題点に検討を加

える中でそれを確認する。

1. 商業資本の概念

商品を流通させる組織にはいろいろな形態がある。基本的には卸と小売

であるが，それにも様々な形態がみられる。例えば生産手段の流通と消費手

段の流通との違いも当然流通組織の形態に影響するからである。商事会社，

百貨庖，中央卸売市場，商品取引所，等々は，みな商品流通を専門的に分業

している組織の様々な形態である。農業協同組合もまた同様に商品の流通を
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主要な役割としている。ここで商品流通というのは，商品が生産されてから

その商品の消費者までの動きをさしているが，それは決して商品の場所的な

移動のことをさしているのではなく，商品の販売と購買による商品の貨幣へ

の転形ないし貨幣の商品への転形の連鎖を意味している。したがってここで

は，運輸業や保管倉庫業ではなく商業そのものが取扱われる。

我々は商品を流通させ，商業を営んでいる組織のこうした種々の形態の

中に，いろいろの修飾をうけているとは言え共通した商業資本の姿を見るこ

とが出来る。それらは形こそ違うけれども，それぞれの経営は資本の運動法

則に則したものでなければならず，またそれは商業資本のそれでなければな

らないのである。

商業資本の種々相異なる形態は，一部は分業によるものてあり，他の一

部は資本家的生産様式の発展の段階によって規定されたものであるが，ここ

ではそれらの形態を捨象して考えられる本質的な商業資本をまず確認し把握

する。

社会の総資本の一部は常に流通過程に存在する。一部は貨幣に転形する

ための商品として，一部は商品に転形するため貨幣として存在し，姿態変換

運動を続けている。これらの資本が流通過程にあるのは，生産過程を終えた

資本がその循環を続けているためであるが，そこにはまた全く流通過程にだ

け存在して循環している資本がある。その一部は売るためにその商品を買う

という運動をたえず繰り返しており，他の一部はその商品流通のー契機であ

る貨幣流通に伴って，そのために必要な技術的な操作だけを繰り返してい

る。これらはそれぞれ商品取扱資本及び貨幣取扱資本と名命されており，二

つながら商業資本と呼ばれる(K.Marx，“DasKapital" Bd. III， K. 16 Dietz版)。こ

こでは貨幣取扱資本は取扱わないで商品取扱資本の方を取扱うが，それはい

ま貨幣商品の取扱技術を問題にしているのではないからである。

商業資本のとる貨幣形態または商品形態と，産業資本そのものが循環過

程でとる貨幣形態または商品形態とは区別されなければならない。商業資本

は流通過程でのみ機能し，商品交換を媒介する，専ら販売するための購買に

のみあてられた資本であって，その循環過程は G-W-G'で表わされる自立

したものである。したがっていま商品の流通を媒介するものを商人と呼べば

商業資本は商人によって投下された，商人に属して専ら商品の売買に使われ
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る貨幣資本にほかならない。その商業資本が行なうのは産業資本の商品資本

としての機能，即ちそれの貨幣への転形を媒介することに外ならないが，そ

の時に商業資本がとる商品形態は，使用価値としては同じ商品ではあるが，

商業資本の商品形態て、あって産業資本の商品形態て、はない。生産者はこの商

業資本の介在によって，商人に商品を販売するだけで商品の貨幣への転形を

完了することが出来，それによってその商品の現実的消費者が現われるまえ

に速やかに貨幣を手に入れ生産にあてることが出来る。流通時聞がこのよう

に短くなれば，生産者は生産過程を中断させないために貨幣準備の形態で必、

要としていた流通資本部分を縮少し，生産資本を拡大出来るようになる。

しかし他方商人の手に渡った商品は改めて貨幣へ転形されなければなら

ない。生産者にとって流通資本の節約になった代りに，今や社会的には他の

資本部分が商業資本の形態でたえず流通過程にとどまっている。だが分業し

専心する結果，流通過程にとどまる資本は少なくてすみまた商品資本の姿態

変換は速やかになる。更に商業資本の回転は一生産部面におけるか相異なる

生産部面におけるかを間わず幾多の資本の回転を媒介することが出来るの

で，一個の産業資本家が準備しなければならなかった貨幣準備に代位するば

かりでなく，生産時間の制限をこえて数多くの貨幣準備に代位することが出

来る。商業資本の回転が速ければ速いほど商業資本として流通にとどまる資

本の割合は少なくなる。

商業資本の流通速度は， 1(1)生産過程が更新され相異る生産過程がかみ

あう速度に依存し， (2)消費の速度に依存するJI同， s. 308) 

商業資本は，直接には価値も剰余価値も生産しないが「商人資本が市場

の拡張を授け，諸資本家聞の分業を媒介し，かくして資本のより大きな規模

での活動を可能にする限りでは，商人資本の機能は産業資本の生産性を助け，

その蓄積を助ける。商人資本が流通時聞を短縮する限りでは，それは投下資

本に対する剰余価値率を高め，かくして利潤率を高める。商人資本が資本の

うち貨幣資本として流通部面に繋縛される部分を減少させる限りでは，それ

は直接に生産に充用される資本部分を増加させる。J(同， S. 311) 

自立して回転する商業資本の最も独自的な部分は，専ら商品の売買に使

われる部分であるが，更に，そのために消費される取扱費(不変資本)と労賃

(可変資本)とがある。消費されると言うのは，流通過程就中売買においては
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価値は付加されないからである。それ故これは純粋の流通費である。この三

つが商業資本の構成要素である。

いま簡単化のため純粋の流通費を考慮に入れなければ資本の一般的平均

利潤率 (ρ')は次のように表わされる。

m 
p'=一一一一

K十H

ここに K は産業資本， H は商業資本，mは K によって生産された剰余価値

である。

流通過程では価値の形態変化が起きるだけであるから，流通過程だけで

循環する商業資本そのものは剰余価値を生産しない。商業資本に配分される

利潤はしたがって譲渡されたものである。産業資本の利潤 (p)と商業利潤 (h)

との和が生産された総剰余価値てある。

m=p'K+p'H=p+h 

したがって商業利潤が産業資本の利潤との割合で多くなるほど，あるいは商

業資本が産業資本との割合で多くなればなるほど，一般的平均利潤率は低下

し，産業家の譲渡しなければならない利潤もそれだけ多くなる。

勿論「商人の利潤は，彼が回転させる商品資本の分量によってではなく，

彼がこの回転媒介に投下する貨幣資本の大いさによって規定されている。」

(同， S. 342)のであり，それが商業資本 H なのである。

2. 商 業 信 用

商品流通は，流通手段としての貨幣の機能なしに行なわれうる。商品は，

貨幣の支払なしに，一定期限後に支払うと Lづ契約書とひきかえに販売され

る。この期限付き支払契約書=債務証券は手形と呼ばれる。生産者や商人の

聞での手形による相互的前貸=相互に与えあう信用が信用制度の基礎となる

商業信用である。貨幣はここでは支払手段として機能する。手形も満期日ま

では支払手段として流通することが出来，商業貨幣として機能する。手形が

債権債務の相殺によって決済されるときは貨幣が不要なのであるから，それ

は絶対的に貨幣として機能する。こうして商業信用は貨幣を節約する一方，

商品流通および商品生産の拡張をもたらす。それは，商業資本の再生産過程
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の増大につれて大きくなる。また手形の流通は信用貨幣としての銀行券の基

礎をなす。

商業信用が媒介するのは商品の姿態変換 G- Wないし W-Gである。

それは再生産過程の一段階である商31資本の機能を媒介し，それ (W-G)を

延期させる。商業信用によって商人は直接に売買に投下する資本なしに商品

を流通させることも出来る。商人は信用で商品を仕入れ，それを販売して得

た貨幣をもって返済にあてることが出来るが，その時商人の手にある商品は

産業資本の商品形態そのものであり，還流してくる貨幣は産業資本の貨幣形

態そのものにほかならない。しかしその場合でも，支払が円滑にゆくかどう

かはこの還流の順調な進行，つまり完全な再生産循環に依存しており，もし

回流が遅延すれば，他人の支払能力だけに依存した自分の支払能力では自分

の債務を果すことが出来なくなるので，一定の支払準備貨幣資本が必要にな

るから，商業信用は商業資本の商品買取りに要する貨幣資本部分をすっかり

不必要にするわけではない。更にまた仕入手形の満期までに販売が終らない

場合，あるいは，販売手形の満期の方が仕入手形の満期よりも遅い場合には，

還流の見込みはあっても，現金の準備なしには自分の債務を果すことが出来

ない。商業産本の他の部分についてみれば，労賃支払は現金でなければなら

ないし，売買に消費される不変資本には商業信用が入りこんでも，それによ

ってはそれは節約されない。

商業信用によって，より少ない商業資本がより多い商品を流通させるこ

とが出来，したがって産業資本が商業資本に譲渡しなければならない利潤も

それだけ少なくなり，商業による価格の値上りに見える現象はそれだけ小さ

くなる。

商業信用により商業資本が縮少すれば次式を得る。

p" = K九7〉pF=dE

ここに H'は，商産信用の介入によって節約されている商業資本であり ，p" 

はそれによって高まった一般的平均利潤率を示している。

3. 商業信用と銀行信用との関連

商業信用により商業資本はその商品買取りに必要な部分に関してはかな
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りの節約が可能となるが，商業資本は産業資本家の街品を買取ることによっ

て流通資本の生産継続のために必要な貨幣準備・購買手段・支払手段部分を

生産にむけさせ，自らその部分を縮少した規模で、体現しているのであるから，

商業信用により商業資本がその部分を失なうとすれば産業資本は信用で購買

しないかぎり，再び，生産の連続を保ったための貨幣準備を必要とする。ま

たたとえ信用で購買しでも，ある程度の支払準備金の必要なことは商業資本

と同様である。大規模な生産の発展につれ，また市場が広がり遠くにも及ぶ

につれ，商品の流通はますます信用によらなければならないが，同時に再生

産過程は複雑に入りくみ，競争や産業循環による浮沈も激しくなり，思惑的

要素がますます生産と流通を支配し，また信用が長期化することとも相{突っ

て還流の不確実性が増し，還流が変動して減少遅延する可能性も増大するの

で，産業資本にとっても商業資本にとっても，準備金増加の必要は，再生産

の円滑化のためにますます重要になってくる。 同じ理由から手形流通の範

囲，個々の手形の信用範囲も狭随化ないし制約をうけ，商業信用による貨幣

の節約は捗らない。

しかし銀行資本の介入が，これらの準備金の節約ならびに貨幣の節約を

可能にする。銀行が個別的な信用による商業手形の支払保証人となれば，こ

の手形はより広い社会的な支払能力をうる。銀行が手形と引換えに銀行券を

発行し商業信用は銀行信用によって代位される。銀行は，自分宛の一覧払

手形をもって個別的な商業手形にかえるのである。

銀行券が手形にかわって流通する。商業手形の交換による相殺もより広

い範囲にわたる。また銀行は見換の要請があれば貨幣を渡すのであるが，そ

のための準備は正常な再生産循環のもとでは一定の低率ですますことが出

来，それには遊休貨幣の預金されたものをあてるのである。この信用の回流

は債務者の銀行への返済である。銀行券の発行が法定の発券銀行に集中する

と，銀行券は法定の流通・支払手段として流通するようになり，一般の市中

銀行の信用は法定の独占的発券銀行への預金で得られるので，この銀行券が

一般市中銀行にとっては貨幣と同じ機能を果し，例えば見換準備にも用いら

れる現金の意味をもつようになる。だから手形の割引によって引替られるの

はこの銀行券であって，それは現金(貨幣)として通用する。

このように商業信用が銀行信用によって代位されれば，支払能力の信用
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は商業信用のさきの限界をこえて広くなるが，そればかりでなく，それが法定

銀行券で割引されればそれは現金として通用し，それは法定の流通支払手段

なのであるから，かくすることによって債務者はれT_Gの過程を終えたこ

とになる。すると，商業信用では限られていた信用範囲の壁が除かれるばか

りではなく，商業信用ではどうしても欠かすことの出来なかった準備金を節

約することが出来，流通過程が速やかに経過するようになる。それは遊休貨

幣の貸付であり，貨幣資本の高度の共同利用である。かくして商人の投下す

る貨幣資本が「生産のために投下された資本のうち貨幣準備，購買手段とし

て常に産業家の手にあり，つねに彼らの貨幣資本として流通すべき部分を縮

少された規模で、表示J(同， S. 309) したのと同じように，銀行の手に「商業世界

の準備金が一一共同準備金として集積するが故に一一必要な最少限に制限さ

れてJ(同， K. 25， S. 339)実存することになる。「個々の各製造業者や商人は強

大な準備資本の必要ならびに現実的還流への依存を免れるJ(同， K. 30， S. 528) 

ここでは商業信用と関連するかぎりでの銀行信用についてみてきたので

あるがここで注意しなければならないのは，銀行から手形の割引によって得

られるものは決して借用された資本ではないと言うことである。あくまでも

商業信用に銀行信用がおきかわっただけであって，商品の動きに直接結びつ

いた信用である。割引で得た銀行券ないし貨幣は商品の転形としての意味し

かもっていない。だからそれは満期日前に割引して銀行に売られた手形の代

償なのである。割引料は本来，利子とは異なって手数料であるが，割引は銀

行にとっては貨幣信用のひとつに違いないから割引率は利子率と一体化し

割引料は利子の形をとる。

銀行信用が手形割引によらないで資本信用の形で与えられるのは，販売

者にでなく購買者にそれが与えられる場合である。この場合には，勿論約束

手形ではなく為替手形に類似した小切手によって購買し，銀行で預金から支

払われるが，この預金が貨幣の貸付として行なわれる時，それは，購買者ーに

は，欠けていた資本が信用貸しされたのである。

さて，銀行信用が商業資本を節約した限りでは，次の関係式を得る。

p'" =玄告万>p" = K缶，>ρF=dE-

ここに H"は銀行信用の介入によって節約された商業資本である。 p'"はそ
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れによって高まった一般的平均利潤て、ある。

4. 問題点の検討

日 Iferdingは銀行資本が商業に及ぼす影響について次のように書いてい

る。「生産で活動する貸しつけ資本は産業資本として作用し，したがって利潤

を生産する。だがそれは利子を受けとるにすぎない。だから産業資本家の利

潤は貸しつけ資本額に対する平均利潤と利子との差額だけふえる。商業では

利潤が生産されるのではなくて，ただ商業資本に対して総利潤のうちから平

均利潤が支払われねばならないだけである。だから，そこでは銀行資本はち

がった作用をする。銀行資本は利子をうけとるが，商人のために利潤を生産

しはしない。いまでは商人のうけとるのは，むしろ銀行資本の額だけへった

自分の商業資本にたいする平均利潤と，かれが銀行資本にあとで支払うべき

利子とである。商業をいとなむに必要な商業的資本がし、まではへるから，こ

の資本の利潤もまたへる。この節約された利潤はその利潤の生産者たる産業

資本のもとにとどまる。J(林要改訳版，金融資本論， p. 242-243) 

これに対して「商業経済論」をまとめ上げた森下二次也教授は Hilferding

は「商人は借入資本については利潤を取得しないといっている。」と Lて同じ

部分を引用しながら次のように批判している。 Iしかしこれはまちがってい

る。ここには総利潤と商業利潤との混同がある。商業に対して銀行信用が与

えられることによって一一それによって流通時間の短縮，流通費用の節約が

なされることを除外して考えるならば一一総資本のっくりだす総利潤の額に

はいうまでもなくいささかの増加ももたらされはしない。しかしこのことは

商人の利潤が増加しないということを意味するものではない。それは商業自

己資本は全く利潤を生産しないということが，それが商人に利潤をもたらさ

ないということを意味しないのと全く同様である。……商業他人資本も利潤

は生産しないが利潤の分配は受ける。商業資本はその機能のゆえに，その機

能をつくすに必要な分量に応じて，一般利潤率の形成に参加し，平均利潤を

分与されるのであって，それが自己資本であると他人資本であるとを問わな

し、。……投下した貨幣資本の総額について利潤が与えられるのであってその

中には当然商人が借りて投下した資本部分をもふくんでいるのである。実

際，銀行に支払うべき利子以外には利潤もその他何らの利得をももたらさな
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いような資本を一体誰が借り入れるであろうか。借入資本も商人に対して利

潤を与える。ただ彼はその中から利子を支払わなければならないだけであ

る。J(有斐閣初版， 1960年， p. 238) 

さてこの両者の主張の中には商業資本の銀行信用との関連に対する極め

て対眼的な見解が示されている。一方では銀行信用により商業資本が減り商

業利潤も減るのであるが，もう一方では銀行信用により商業資本が増え商業

利潤も増えるのである。

森下教授からの引用文中に，総資本のっくりだす総利潤の額が増加しない

のに銀行から借り入れした商人の利潤が増えるとあるから，したがって， Hil-

ferdingでは産業利潤が増加したのに森下教授では産業利潤が減るように見

えるが，その点に関しては森下教授は次のように述べている。「銀行信用を利

用することによってJI商業資本としては必要量を維持しながら，そこに緊縛

される貨幣量を減少させるJIそこから解放された貨幣は資本として生産に充

用することが出来る。それによって生産される総利潤は増大するであろう。

産業資本家は一層多くの利潤を受けとる。しかしこの利潤の増加は，商業利

潤として分与さるべきものが銀行信用のおかげで節約されて，産業資本家に

与えられることにもとずくものではない。JU司書， p. 239)したがって Hilferding

の場合にも森下教授の場合にも産業資本家の利潤は増大するのである註)。

だが一方では銀行信用が商業資本を減らすことによって，他方では銀行

信用が商業資本を減らさずにそうなったのである。両者の聞には商業資本と

銀行信用とに関する理解の相違がある。それはひいては商業資本と商業信用

との関連の把握，商業資本そのものの把握につながっている。

まず目につく‘のは，森下教授の場合の銀行信用は資本の借用であること

である。即ち商業資本の不足している商人が銀行信用によってそれを借りう

けたのである。それは商人にとって利潤をもたらすべき資本の借用である。

註 ただその場合両者とも一般的利潤率は上昇ーするのであるが Hilferdingの場合の方

がそれが大きい。森下教授の場合は商業資本の大きさが変らないのに Hilferding
の場合は銀行信用によってそれが減っているからである。

いま，この銀行信用による貨幣量の減少を叱それを生産資本に転用して得

る剰余価値を mα として，産業資本の増加による商業資本の増加分を戸とすれば

明らかに次の関係を得る。

m+mα 
>一一二三斗とf一一一 >p'
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森下教授が銀行信用をとりあげるのは「資本主義の発達と共に商業資本と銀

行信用との関係も次第に重要化してくる」からであるが，かくすることによ

ってはじめから資本信用としての銀行信用を問題にするのである。 例えば

「人的費用については商業信用をうけることは出来ないしJr固定設備につい

ては，それに投下した資本の回収が緩慢であるところから，やがてこれを銀

行信用に振替えなければならなしゴまた「支払う必要にせまられ」たとき「銀

行信用に依存しなければならなしづから「銀行信用は商業資本にとってもそ

の重要性を高めてくるのである。J{同書.p. 235-236)だからそこでは商業信用と

銀行信用との関係，就中その代位の問題は考えられていない。したがって商

人が銀行信用によって「借り入れた資本をもって以前より多くの商品を購買

し，あるいは売買費用を増加して売買操作の拡充にあて一層多くの商品を実

現するJ(同.p. 236)ことが考えられている。

この銀行信用の成立に関しては「商人は商品の売子によって商品価値を

もって信用をうける外に，第三者から貨幣をもって信用を受けうるはずであ

るJ(同， p.236)と述べているがここには商業信用の銀行信用との類似性が主張

されている。そしてその場合商業信用において商人はすでに「信用によって

得たものを商品の購買にあて，その商品の販売によってえた貨幣をもって返

済」していると言うのである。

商業信用において，商人は「商品を商品としては買うのであり，資本と L

ては借りるのであるJ(同， p. 222)と考えられている。即ち商業信用において

商業資本が減少するのではなしただ商品買取資本を貨幣形態にしないだけ

であり， rそのかわりに彼は産業資本家から価値の貸付けをうけ，それと共に

この貸付けられた価値をもって，産業資本家から商品を買う」のであって，

それが彼の手に「彼の他人資本」として存在し，この「商人に貸付けられた

商品資本は，商人に貸付けられた貨幣資本の転化形態たる商品資本と異なる

ところはない。J(同， p. 221)と述べている。

したがって，こう考えてくると，商業信用と銀行信用との差は，商品を

借りるか貨幣を借りるかの違いであり，いずれも資本の借用になっている。

それ故ここでは商業信用に銀行信用がおきかわる問題は入りこまず，商業信

用がはじめから資本信用であるために直接に資本信用としての銀行信用につ

ながったのである。だから銀行信用と言えばはじめから資本信用を意味する
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ことになったのである。更に森下教授の展開する商業信用が商業資本をどの

ようにかえるかについて見てみよう。 r商業信用の発達によって商業資本は

その貸付資本的性格を喪失するにいたる。」すると当然にも信用で売った者

は「予備資本を必要とするはずである。それが不必要になるのはJr商業信用

を与えるものが他方において商業信用をうける(手形で支払う)か，あるいは

銀行信用に依存する(手形を割引く)かするからである。」かくして「相殺に

よって」社会全体としての予備資本の節約を可能にする。Jrしかしそれによ

って失なわれるのはただ商業資本の貸付資本的性格だけであって，それで、商

業資本の本質的機能が奪われるわけではないし，いわんや商業資本が商業資

本として存在しなくなるわけではない。」商業信用によって「商人に貸付けら

れた資本は，その貸付が貨幣の形態でなされようと商品の形態でなされよう

と，なおあくまでも借受けた商人の資本として，商業資本として機能する。」

商業信用は rl、かほどに発達しても，それ自体商品資本を実現させえないの

はもちろん，売買の促進をもたらすことさえ出来ない。J(同書， p. 220-222) 

ここでは商業信用によって商業資本が節約されるわけで・はないが，その

貸付資本的性格はなくなるとされている。しかし，ここで貸付資本的性格と

いうのは，商人が商品の売買に貨幣資本を投下しており，生産者から商品を

買取ることによって生産者にとっての商品の貨幣への転形が終ることをさし

ている。ところでここでそれが失なわれるのは，商人が貨幣資本を投下しな

いからであるが，それがなお商業資本の減少を意味しないとすれば，商人が

投下する，専ら売買に従事する，流通過程の中だけで循環する貨幣資本が，

ここでは商業資本として規定されていないことになる。また貸付資本的な性

格は，産業資本家の子に貨幣準備として常に存在しなければならない資本部

分が商人の手に縮少された規模でー存在することによって与えられているので

あるから，商業信用によってそれが節約されていながら商業資本が減少しな

いのだとすれば，ここではこの部分は商業資本として規定されていないこと

になる。

たしかに，商業信用によっては商品資本の機能，すなわちそれの貨幣へ

の転形が現実的に完了するわけではなし商人の手に商品資本として停った

のちに現実的に貨幣に転形されるか，あるいは更に信用売りされるのである。

そしてたしかにその商品資本は「彼の他人資本」つまり商人の手にある産業
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資本にちがし、ないが，そこにはこの資本の移動を媒介する貨幣が欠けている

のであって，産業資本の商品形態そのままがそこに存在しているのである。

もし商人がこの借り受けた商品資本からも利潤を得るとすれば，産業資本家

は自ら貨幣準備をするか，あるいは手形で買うか手形を割引くかしなければ

ならないのに，つまり商人からは貨幣を直ちに得ることが出来ないのに，商

人に自らの商品資本に見合った利潤を分け与えなければならなくなる。

これに関して森下教授は「商人は信用で買っても，商品資本の実現に機

能した価値の分量に応じて商業利潤をうけとるJ(同， p. 225)と述べているが，

ここに言う商品資本の実現に機能した価値の分量は，商業信用を考えなけれ

ば，当然商人の投下した貨幣資本をさすのであるが，商業信用が入りこんだ場

合に，もし商業資本が減らないのだとすれば，商品資本の実現に機能した価値

の分量も変らないことになる。しかし商人の得る利潤は，彼が回転させる商

品資本の分量によって規定されているのではないのに，商業信用が商人にと

って，借りた資本による購買であるとするなら，それは商品資本の分量だけ

の資本を借りて，それを購買に投入することになり，彼がこの回転媒介に投下

する資本の大きさは，回転される商品資本の大きさとなってしまれしかし

商業資本はより少ない貨幣資本をもってより多くの商品資本の実現を媒介出

来るところに意義があったのである。だが，商業信用において商人が商品資

本の分量だけ資本を借用するのだとすれば，より多くの借用資本の投下によ

ってそれと同額の商品資本の実現しかしないで，より多い利潤を得るという

不合理が生じてしまう。より少ない資本借用ですまそうとすれば，それに見

合った商品資本しか実現出来ないことになる。また借りたものは返さなけれ

ばならないから，再び商業信用で買うときには再び借りなければならないの

である。この場合「商品資本の実現に機能した価値の分量」は一体何によっ

て決まるのであろうか。商業資本に変化がないというのであるから，商業信

用がないときの商業資本の量がそれにあたるのであろうが，そうだとすれば，

商業信用で借りると L、う資本は実現すべき商品資本の一部分となる。すると

この借用資本は自己の貨幣資本と同じように回転することが出来るのであろ

うか。この借用資本が販売と同時に貨幣資本となる時，もし返済までに期聞

があればそれを回転させることが出来ょう。だがこれは商業信用であると考

えなくても可能なことであるし，返済までに期聞がない時には，再び借用し
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ないことには商品を仕入れることが出来ないのである。これでは自己資本と

同じように回転させることは出来ないであろう。

こうして我々の逢着した諸々の矛盾は，その解決のために，ここでのこ

れまでの商業資本の概念と商業信用の概念との再検討を要求している。森下

教授は，商業資本を「商人の投下する貨幣資本だけを商業資本と考えていな

いJ(同君， p. 243)のであるが，まずこれを検討しなければならない。森下教授

は Marxもそう考えていたことを，次の引用で示そとしている。「流通手段

としての貨幣の充用に，支払手段としての貨幣の充用およびその上に成長す

る信用制度が結びつけば，商人資本の貨幣資本部分は，この商人資本によっ

て行なわれる諸取引の大いさとの比率でさらに一層減少する。私が千ポンド

だけのブドウ酒を三カ月払で、買って三カ月たたぬうちに現金で売れば，私は

この取引のためにはビター文の投資も要しない。この場合には，ここで商人

資本として現われる貨幣資本が全く産業資本そのもの一一貨幣資本としての

形態をとり貨幣の形態で還流してくる産業資本そのもの一一に他ならなねこ

とは明々白々である。J(Bd. III， K. 16 S. 308)ここで森下教授は商業資本の貨

幣資本部分は信用によって減少するけれどもその商品資本部分はそれにつれ

て大きくなる。したがって信用によっては商業資本の量は減少しないという

のである。たしかに商業資本は一部は貨幣形態で，他の一部は商品形態で実

存し，一方が大きければ他方が小さい関係にあるが，商業信用が入りこまな

い聞は，その商品形態は商人の投下した貨幣資本の転形したものなのである。

ところが商業信用が入りこむことによって，商人の手にある商品は商人の投

下した貨幣資本の転形で、ないことがますます多くなってくる。したがって商

業資本が減少するとともに「商人資本の貨幣資本部分は，この商人資本によ

って行なわれる諸取引の大いさとの比率でさらにいっそう減少する。」ので

ある。そこで，第 2節で確認したように，商人が商品資本の回転を媒介する

ために投下した貨幣資本をもって商業資本と規定し，商業利潤もその量によ

って分配されると規定する。当然，商業資本は，資木を流通させるための資

本であって，それによって流通させられる資本とは同一ではないのである。

商業資本をこのように規定すれば，すでに見たように商業信用についても，

それによる商業資本の節約が明らかとなる。商人はより多くの商品資本の回

転を，より少ない貨幣資本の投下で行なうことが出来るのである。
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先の銀行信用の検討に戻ろう。それにはまず，商業信用と銀行信用との

関連を考えなければならない。第 3節で確認したように商業信用は手形割引

という形で銀行信用に結びつき，銀行信用にかわられるのである。そして子

形の割引によって得られるのは，ある範囲において貨幣として機能している

法定の銀行券であり，その限りにおいて産業資本は W-Gを終えることが

出来たのであった。しかしそれは子形の売買であって，資本信用とは区別さ

れなければならないのであった。

森下教授は Hilferdingを批判するにあたって銀行信用を資本信用の意

味に使って， Hilferdingのそれが資本信用でなL、点をっしているのであるが，

例えばいま銀行から資本を借りて商業を始める場合を考えれば明らかなよう

に，借入資本が利潤をあげ利子を支払うことになるのであって，利子しか得

れ江いような場合は，その商業が失敗した時以外には考えられないのである。

ところが Hilferdingは一体銀行信用をどちらの意味に使っているのだろう

か。「銀行資本の額だけへった自分の商業資本」とか r商業を営むに必要な

商業的資本がし、まではへる」と L、う表現は，この銀行資本が，借用された資

本ではなくて，手形と引換に得られたものであることを示すように思われる

が，これに対比されているのは「生産で活動する貸付け資本」であることを

見れば，一概にそうも言ない。この引用文があるのは，金融資本論の第 2篇，

資本の動員，擬制資本，の第 9章商品取引所，においてである。そこでは投

機への銀行資本の介入が述べられているが，取引所の形成のもとで銀行資本

が投機に及ぼす影響と共にそれが商業に及ぼす影響について論及した部分か

らの引用である。 先の引用文のすぐ前には次のように書かれている。 rl、ま

では商業も商品を担保にしての借り入れが出来るのだ。この資本にたいして

は商業は利子だけ支払えばよい。だが商業そのものによっては利潤は発生し

ない。商業は充用資本の大きさに照応するだけの平均利潤を実現するにとど

まる。ところが，いまでは商業は同じ量を取引きするには，もはやより少な

い自己資本でナこりる。それはいまではより多くの信用が商業に融通されるか

らである。だからこの資本の商業利潤はいまでは大きな商品量にわりあてら

れることになろう。」

商業が商品を担保にして銀行から借入れるということは，取引所の存在

が，膨大な不断の投機売買によって，その商品をいつでも売れる，つまり貨
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幣に転化できる市場の形成となっているから可能なのであるが，その場合，

銀行はその時々の価格に応じて一定の割合で融資するのである。すると，こ

れは，商J71が貨幣に転形したものとして商人の手に入るのであるから，決し

て新たに事業を拡張するための資本借用でないことは，手形割引の場合と同

様である。これによって自分の商品資本の貨幣形態を先取りしたのであっ

て，商業資本が追加されたわけて・はない。

したがって，第 3節で、見たように，手形割引が，商業資本の節約をもたら

したのと同じように，この商品担保による借入れは，商人に，より少ない資

本でのより多くの商品資本の回転を可能にする。 それで Hilferdingの言う

ように「第 1には産業利潤の上昇，第 2には全体としてのまた個々の商品に

わりあてての商業利潤の低下，および第 3には商品利潤の一部の利子化，と

いうことになる。」商業利潤の一部が利子化するのは，例えば商人が手形を割

引L、た時に支払う割引料と同様で，商業資本に銀行信用が入りこんだ結果で

ある。

さて最初の引用文であるが，こう考えてくると，これはやはり資本信用

ではなかったのである。ただ注意しなければならないのは，担保借りしたの

はあくまでも自己の商品資本の貨幣化したものであるから，担保借りした貨

幣をそのまま直接向分の商業資本から差ヲ!¥，、て「銀行資本の額だけへった向

分の商業資本」というふうには言えないということである。手形割引におい

ても同様に，自己資本の貨幣形態を先取りしているのであるから，その貨幣

分だけ自分の商業資本が少くなくなったりしたので、はなかった。だが，かか

る信用が，より少ない貨幣での商品資本の回転を可能にするかぎり社会的に

商業資本を節約することになる。両者とも，あくまでも銀行信用が商業信用

に結びついて商業に入りこむ形態であって，銀行の資本が資本として入りこ

むのではない。

したがって， Hilferdingの言っているのは資本としての借入資本が商業

に及ぼす影響ではなく，誤解を招きやすい表現に注意さえすれば，商業信用

が関連する限りでの銀行信用が，商業に及ぼす影響のひとつであることが判

明する。

なお， I商業では利潤が生産されるのではなくて……だからそこでは銀行

資木はちがった作用をする」ということの意味で‘あるが， Hilferdingは別の
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ところで次のように書いている。 I商人の利潤はもっぱら現実に充用される

資本によって決定される。それは，この資本が生産資本でなくて，たんに貨

幣資本および商品資本の機能をはたすにずぎないからである。信用はこの場

合，単なる所有の区分したがって利潤の分割を意味するのではなくて，資本

の絶対的減少を意味する。したがってそれは産業資本家から商人階級への分

けまえとして支払われるべき利潤の絶対的減少を意味する。この場合信用は

紙幣などと同様に流通空費を直接に減少する。」これに対しては，商業資本も

機能資本ではないか，という疑問が出てくる。森下教授はこれについて， I産

業資本家が商業信用を与えられたならば，貸付けられた価値は生産資本に転

化し，剰余価値の生産を結果するであろう。商人が商業信用を与えられた場

合，貸付けられた価値は(同時に)商品資本に転化する。そのことによって剰

余価値の増産は直接には結果しない。だが商品資本は商人の手許においてそ

の機能=商品資本の実現を遂行する。それは機能資本であり，機能資本とし

てのこの資本の人格化は商人である。機能資本家としての商人はその他人資

本J(商業信用で得た商品のこと)IVこ対しでも利潤を受けとるのであるJ(同上

書， p. 241)と述べている。

商業信用を資本の貸付けとして見ることの難点はすでに指摘したが，こ

こでは，商業信用が入りこんでも商品資本は機能資本だから，それに利潤が分

配されると主張している。 Hilferdingは商業信用だけについて言っているの

ではないが，それはともかく，ここでも両者は全く別々の見解を示している。

一方は，商業で、は利潤が生産されないから，信用によって商業資本がへり，

商業利潤としての分けまえもへると言うのに対し，他方は，商業では剰余価

値は生産されないが，信用によっても商品資本が機能資本でなくなるわけで

はないから商業資本はへらずまた商業利潤もへらないと言うのである。 だ

が，商品資本は機能資本であっても，商業資本はそれを実現させるための資

本であって，商品資本そのものが商業資本でないことはすでに指摘した通り

である。信用が商業資本をへらすのは，他の条件を一定とすれば，商業資本

が少なくても済むからであり，産業資本ならば新たに生産を追加するところ

なのであるが，それが商業資本では回転の増大なのである。商業利潤は資本

の流通にとっては費用なのであって，総資本の立場からは，この費用の減少は

利潤率の向上を意味しているのである。だから， Hi1ferdingの言う銀行資本
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を，前にみたように，資本借用と区別して理解する限り，商業で利潤が生産

されないことが，銀行資本産業資本においてとは違った作用をして商業資本

をへらしたのだと理解することが出来る。

おわりに

以上において，商業資本と信用との関連の基本点が整理され，問題点が

解決されたように思う。これからの課題は，所謂金融資本の段階で，ここで

明らかにされた商業と信用との関連がどのように展開し，またそれが軸とな

ってどのように流通過程を変貌させているのかを把握することであろう。農

用機械の流通過程に見られた卸・小売が，農用機械を製造する産業資本の巨

大化につれて，販売会社・代理庖に変ってL、く過程は，商業資本の独立性の

排除と商業利潤の制限の進展であったが，そこでは商業資本が信用の導入に

よってどんどん節約されて，銀行と結びついた産業資本のもとに専属する販

売網が形成されたのであった。また，豆類のような，商品取引所と関連のあ

る農産物の流通には，担保貸しの形で信用が入りこんでいるし続菜のよう

な中央卸売市場と結びつくものの流通には，委託の形で信用が導入され，そ

れぞれ独特な商業資本の活動を示しているのである。またこのような中にあ

って，商品の販売購買と信用事業を併せ行なう農業協同組合は，有利な自己

資金の運用を行ないながら，独自に商業利潤の利子化ないし手数料化をなし

とげるのである。われわれを取巻く，このような諸々の流通組織の現段階を，

流通を媒介する資本の運動法則によって統一的に把握し分析することが，こ

れからの課題である。
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A STUDY ON  THE RELATIONS BETWEEN 

COMMERCIAL CAPITAL AND CREDIT 

By 

Shun-ichiro Kawabata 

Migaku Kawamura 

1. There is a special type rotation of money capital where it serves 

its proper function on the market and where it contains no process of 

production. This form of capital exclusively intermediates in the circu-

lation process of industrial capital， i.e.， the formal metamorphosis-con-

verting commodity capital into money capital and money capital into 

commodity capital. It consecutively repeats the intermediate operation of 

buying in oder to sell. The rotation repesents in itself the function of 

commodity capital which is a transient form of industrial capital in pro・

cess of its reproduction. In so far as this form of capital serves the 

above function， it is nothing but that portion of money capital which is 

specialy applied in to facilitate the function of commodity capital. And 

this portion of money capital should be properly called the commercial 

capital. It is composed of two parts; the one to pay for the purchased 

commodities and the other to cover the expenses incurred by the pur-

chase and sale operations. The latter consists of personnel expenses and 

business supplies. The amount of money capital that is set aside for 

these purposes， but not the total amount of commodity capital what is 

contained in its reproduction process， determines the demensions of com向

mercial profit. 

2. The commercial credit primarily grows out with the function of 

money as a means of payments. It is the metamorphosis of commodity 

capital that is promoted by the credit. A bill of exchange or a prom・

issory note with a definite term of payment that represents the com-

mercial credit， circulates repeatedly as a means of payment or the actual 

commercial money until the day on which they fall due. In so far as 

they ultimately neutralize one another through balancing of claims and 

debts， they act abso!ute!y as money. In this way， the same quantity of 

money capital as before intermediates between a more quantity of pur-
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chase and sale. The part of commercial copital directly applied to the 

payment for purchased commodities is cut down by the commercial 

credit， and it is possible to circulate large quantities of commodities more 

rapidly at a smaller cost. 

3. By the intervention of banker's credit， the commercial credit is 

possible to function in great demensions. Commercial bills are accepted， 

endorsed， and discounted by bankers who secure the private credit for 

them. A bank note is nothing but a bill at sight upon a banker and 

given by the banker in place of private bills. As a specific bank note 

becomes to circulate as a legal means of payment， cash payment， dis-

counting of bills mans the anticipation of money form of capital. By 

the discounting of bi1ls the commercial capital is reduced furthermore. 

The more developed the function of credit system is， the smaller the 

capital applied directly in buying commodities is. Although bills are 

possible to be discounted for the purpose of expanding trade business， 

the commercial capital is impossible to obtain additional capital by 

discounting of bills， but is reduced by it in relation to the total capital 

of society. 

4. The subrogation of commercial credit by banker's credit should 

not be confused with the borrowing capital or transber of capital by 

way of loan from bankers. Refered to the commercial credit proper， 

the loan means anticipation of money form of capital， and is made by 

discounting of bills and against securities of various kinds， such as com-

modities， stocks of all sorts and etc. 

In order to get rid of the confusion， the present authers refuted 

misunderstandings on the commercial capital and on the relations between 

commercial credit and banker's credit， and confi.rmed the concepts dev巴1-
oped in the previous sections 

大 1年 大

1t is necessary to clarify these circumstances for the analysis on 

the pi:oblem of rationalization of circulation process by merchants and 

the agricultural cooperative association， i.e.， loans on dock warrents-the 

commodity exchange in the pulse circulation， the consignment of sales-

the central wholesale market in the vegetable marketing， and the drastic 

change in the circulation structure of agricultural machinery， and so on. 
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1. Das Warenhandlungskapital (Das kommerzielle Kapital). 

2. Das kommerzielle Kredit. 

3. Das kommerzielle Kredit und das Bankierkredit. 

4. Die Untersuchung des in der Bestreitung Problems. 
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