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流通形態論の基本構造

一一宇野理論にたし、ずる諸批判をめぐって一一

降旗 節 雄

はじめに

周知のように『資本論』第 1巻は「資本の生産過程」という表題をもつ

が，その第 1篇と第 2篇は，第 3篇「絶対的剰余価{直の生産J以下の考察，

あるいは (W経済学批判Jの構成にしたがうならば)r資本一般」の考察，の

前提乃歪「序章 (vorchapters)J1)であって， 1"商品と貨幣Jおよび「貨幣のi

資本への転化」の分析にあてられている O

マルクスは『資本論』体系におけるこの理論的領域を， 1"それ自身として

考察された単純流通Jと規定し， 1"それはブルジョブ社会の表面であって，

そこではこれの起源となったより深い諸操作は消えうせてしまってJおり，

「交換の主体のあいだに，ただ形式的，一時的にすぎない区別をのぞけば，

なんらの区別をも示さなしづめ領域として特徴づけている。

第 1巻の第 1篇，第 2篇をこのような視点から把握するならば， w資本論1);

冒頭の「資本家的生産様式が支配的に行われる諸社会の富はーの『怠大な商l

品集家』として現象し，個々の高品はかかる富の原基形態として現象する O

だからわれわれの研究は尚品の分析をもって始まるJという規定のもつ意味

は明瞭であろう O そこでは「フソレジョブ社会の表面Jをおおう「原基形態J

としての「商品Jが「それ自体としてJとりあげられているのであって，

このような「荷品」からは「これの起源となったより深い諸操作は消えうせ

てJいる o ¥， 、L、かえれば，このような商1]'1がし、かなる階級関係，生産様式の

もとで生産されたかは，この商品形態の規定自体からは直接うかがうべくも

ないとしなければならないのである O

ところが F資本論』の実i擦の展開は，このような形態規定としての商品の!

こ要閣，使用価値と交換価値とを分析して， 1"商品に内的な・内在的な・交
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換師値」めを， I無差別な人間的労働の・すなわちその支出の形態にかかわ

りのない人間的労働力の支出の・単なる凝結」めという「ーの共通者に還

元」めすることから， I商品でしめされる労働の二重性」の解明へと進んで

いくのである。

『資本論』体系の出発点を「フツレジョア社会の表面」をおおう流通形態の

もっとも単純な範轄としての「商品Jに求める方法と，その商品の交換価値

の分析から，いわゆる「蒸溜法Jによる「価鎮の実体jの検出を媒介として

「商品でしめされる労働の二重性Jの解明言ど遂行する方法とは w資本論』

では「商品の分析」めの方法として併存せしめられている。二つの方法の問

には質的差異乃至断絶はないと考えられているとみてよかろう O しかし果し

てそうであろうか。

戦前の価値論をめぐる論争は，基本的にはいわゆる「蒸溜法」の問題と，

第 1巻と第 3巻との「矛屑」の問題を都軸として，ヴェーム・パヴエルクと

ヒノレファーディングの対立によってその諒型があたえられ，その他の論争は

多かれ少なかれこの対立のヴァワェイションとして処理することができた。

このマルクス価値論批判と皮批判の対立において，ヒルファーディングによ

って代表されるマルクス価{直論擁護の基調は，基本的には第 1巻の価値法賠

を「単純商品生産に立時する社会形態の価格形成Jの法加として，第 3巻の

「資本家的社会の価格形成J7) の論理の前提乃至基礎をなすものとした点に

もとめられよう O

ところが戦後の F資本論』研究においては，マルクス経済学研究者自体の

中から，このようなかたちで、のマルクス姉値論擁護ーすなわち第 1巻の価値

法則を「単純商品社会」における商品交換の法則として，生産価格論に対す

る理論的・歴史的諮提としてその展開を擁護する立場ーに対する根本的疑問

が提出され，それはのちにふれるように， w資本論Jでなされている商品形

態を理論体系の出発点とする方法と，商品分析から価倍の実体を導出する方

法との聞に，経済学的方法としての呉費性乃至断層を感じとり，この間の方

法的関連究明の過程において，最終的には，戦前の価値論研究とは全く段暗
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を具にする新たな『資本論』体系把握の視角乃玉三方法を構成することになっ

たので、あるO

この問題をはじめて自覚的にとりあげ，この問題をめぐって新たな視角に

よる『資本論J体系把擦の方法を主張されたのは，いうまでもなく宇野弘蔵

教授であったO

教授はその『価値論』において，荷品，貨幣，資本という流通形態の展開

を前提とする資本の生産過程の解明をとおして，はじめて「価値法則」の根

拠をあきらかにするという独自の方法を提起された。これは一面では，資本

の生産過程の究明に先だって「商品と貨幣J，i貨幣の資本への転化j宏明ら

かにするという『資本論Jの構造に対して明確な方法的根拠をあたえると同

時に，他国では溺品の分析においてただちにその価値の実体をあきらかに

し，さらにこの「価値規定」にもとづいて「貨幣の資本への転化」を実際は

資本の「産業資本Jへの「生成」としてとくとL、う， IT'資本論』の構成に対

する根本的な批判乃至修正を意味したことは明らかであろう O 正統派マルク

ス主義者にとっては，このような教授の所論は『資本論Jに対する根本的歪

曲としてうけとられ，さらに戦後マルクス主義を席捲したいわゆるスターリ

ン論文の主張する「価舘法則はなによりもまず街品生産の法則であり J i資

本主義的経済法則の概念になによりもよく適しているのは，剰余価値の法

則，資本主義的利潤の発生と増大の法則である」めという命題にたすけられ

た集中的論難をよびおこすにいたった。もちろん特定の政治的権威を背景に

もつ，論証ぬきの「批判」や論断はここではとりあげる必要はなし、。ここで

重要な点は，これらの教授の所説に対する批判や，教授によるそれらに対す

る反批判および積極的な自説の展開をとおして，ますます『資本論』の論理

構造の方法的考察がおしすすめられるとともにIT'資本論』ではその展開の

前提となっていた資本家的生産様式の歴史的発展段階に規制されてイグスプ

リシットには問題となりえなかった歴史を理論化することに伴う特有の諸難

点が，新たに自覚的にとりあげられざるをえなくなってきなことである O

もともと宇野教授の方法は， 19世紀末にはじまる資本主義の変質過程を反
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映した修正主義論争の成果を前提として，いわゆる帝国主義論乃至金融資本

論と『資本論』との関の方法的関連と論理的整合性とをし、かにして解決する

かを主題としたところにその根本的特徴があった。教授の研究が，一方で、資

本家的生産様式の発展段階を歴史的に究明する「経済政策論」として結実す

るとともに，他方で資本家的生産様式の内的論理構造を解明する「原理論」

体系として完成されたのもその点に由来する O したがって師悠論における教

の問題提起も，そしてその独自の理論体系による解明も，すべてこの現実

的には発生，確立，終結という生成過程をたどる資本主義の歴史的展開過程

を， ¥" 、かなる視点から統一的生産様式として抽象し，完結した理論体系とし

て構成するか，という点を基軸として遂行されたものであった。

以下においてわれわれもまた，資本家的生産様式の歴史的発畏と理論的民

開との関連に焦点をあわせ， w資本論Jの方法に対する根本的反省を基軸と

しつつ，宇野教授の問題提起とそれへの批判，反批判の過程を具体的に追究

することによって，価値論の正しい設定とその展開方法とを究明したい。

1) K.マルクス『経済学批判』岩波文庫版， 270頁。(以下『批判Jと客称する o ) 

2) Il'批判JJ277賞。

3) K・マルクス『資本論』青木文庫絞， ① 115夜。(以下『資J と~称する。)

4) Il'資J① 119J'{。

5) Il'草壁』 ① 117支。

6) Il'資JJCD 69頁。

7) ヒルファーディング『マルクス経済学研究』玉野井・石垣訳， 191頁。

8) スターリン Fソ悶援における社会主義の経済的言語跨題J国民文庫版， 47~8 賞。

さきにふれたように戦前における価値論々争の中心テーマの一つは，いわ

ゆる「第 l巻と第 3巻との矛語」にかんするものであった。資本家的生産様

式における現実的磁品交換が，第 3巻でなされているように生産価格を基礎

として行われるとするならば，いわゆる「投下労働価値説jにもとづく「儲

値と。おりの交換Jをもって商品交換を説明する第 l巻の論理は誤りであり，

総じて一般的利潤率によって資本関係が規制される資本家的生産様式におい
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ては 11価億法則Jは妥当しない，という批判に対して，乙ルファーディング

を代表とするマルクス主義経済学者は，基本的には第 1巻の師値論は「単純

荷品生産に立脚する社会形態の髄格形成Jの論理であり，第 3巻のそれは

「資本家的社会の儲格形成」の論理であるが， 1価値法則はすくなくとも，

間接的にまた究極的において，生産個格を規制するJ1) という理由によっ

て，このような「価値法則」を前提とする「生産髄格j解明の理論体系を擁

護しようとした。

この主張はまたマルクスの次のような言葉一一-1かくしてその価値または

ほぼその価値で、の諸商品の交換は，生産儲格で、の交換ーーそのためには資本

主義的発展の一定の高さを必要とする一ーのばあいよりもはるかに低い段階

を要求する。……それゆえ，価値法期による価格および価格運動の支配は別

として，諸商品の価値を理論的にだけでなく，歴史的にも生産価格の先行者

とみなすことは，まったく事態に適応している O このことは，生産手段が労

掛者に属するばあいの諸状態に妥当するのであって，こうした状態は，古代

世界でも近代世界でも，みずから労働する土地所有農民のばあい，および手

工業考のばあいにみいだされる。J2)一一ーに支えられて，価値から生産価格

へとし、う抽象から具体への理論的展開は，単純商品生産から資本家的生産へ

という歴史的発展を反映し，理論化したものであると理解する O つまり理論

と歴史との照応はここで実現されているとするわけである O

宇野教授の価値論はまずこのような単純商品生産社会における価値法則の

純粋な展開という伝統的思考に対する根本的批判を軸として展開された。す

なわちその『価値論』で，教授は次のように商品経済をもってただちに単純

商品社会を想定する常識的偏見を批判していわれるO

「荷品経済に対して普通一般に考えられる観念からいえば，それは全社会

のあらゆる人々が，それぞれ自己の労働によって生産したものを自己の私有

物として交換に提供する社会ということになるであろう O ……商品形態自体

も実際またかかることを想定しているといえるのであるが， しかし具体的

に，歴史的に，かかる社会は存在しないのである。それは社会の一部には.
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々なる社会に存在しうるのであるし，またおそらく中世都市ではかなり安

定的にかかる関孫が，それもまた，中世的制約を受けつつ存続しえたともい

えないことはないであろうが，しかしし、ずれにしてもかかる関係が一社会を

支配的に規定するということはなかった。むしろ商品経済が支配的に行われ

る社会は，資本主義社会としてはじめて現われるのであって，かかる独立の

小生産者の社会としてではない。J3) 

つまり商品経済の支配する社会体制は，資本主義社会としてはじめて現実

に存在しうるのであって，いわゆる小生産者の集団はこのような社会を形成

しうる力をもちえなかったという事実認識である。~資本論』でものべられ

ているように「商品生産は，資本家的生産の基礎上ではじめて，生産の正常

的・支配的な性格として現象」りするのであって，分業や機械制大工業に先

行し「歴史的および概念的に資本家的生産の出発点をなすJc)資本家的「諮

でさえ「歴史的には，農民経営および、独立の手工業経哲一一これが関職

組合形態を有するか否かをとわず一一ーに対立して発展する」めのであった。

さらに「分業にもとづく協業Jが「その典型的姿態をととのえるJrマニュ

ブァグチュアJ7) にあってさえ，それが「資本家的生産様式の支配的形態た

る時代のあいだは，マニュファグチュア独自の諸傾向の充分な実施は多面的

な障害に出くわしJ8) r社会的生産をその全範聞において把えることも，そ

の深部において変革することもできなかった」のであって「マニュファクチ

ュアは，都市手工業と農村家内工業との広汎な基礎のうえに，経済的作品と

してそびえ立ったjわにすぎなかった。小生産者の発展においてでなく，逆

に小生産者との「対立」において，その小生産者を収奪し，主主主左手段からき

りはなし，無産者fとする過程をとおして資本主義の発生の「基本線Jを確認

するのがマルクスの根本的視角だったといってよいであろう。しかもその資

本家的生産様式の発展においてさえ，たんなる「協業jや「分業にもとづく

協業Jを実現する「マニュファクチュア」においては，まだ「社会的生産を

全範囲においてとらえること」もできず，したがって「価鰻法則Jの展開も

「多方面な障害にでくわJさざるをえないことになるのである。
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こうして商品経済が「社会的生産をその全範屈において把えJ Iその深部

において変革j しうるのは，資本家的生産様式をおいてほかにはないのだか

ら「市場関係だけを抽象してみれば，いずれも高品経済には相違ないが，資

本主義社会と資本主義以前の社会とではその点〔商品経済の全面的徹底化…

…引用者〉は根本的に臭っている。いわゆる単純なる荷1括経済の社会で、はし

たがって，商品経済はその法則を一般社会的基礎において実現しているとは

いえないのであるJとしなくてはならず，結昂 II者品経済の理論としての経

済学の分析においては，如伺に抽象的なる商品を扱うにしてもそれはすでに

資本主義社会の如く全面的に商品交換の行われていることを前提としている

ものであって，これを単純なる商品として具体的に歴史的に資本主義以前の

商品となすことは出来なLづ 10)といわなくてはならないのである O

マルクスが， w資本論Jのような「資本家的生産の一般的研究Jでは， I総

じてつねに，現実的諮関係はその概念に照むずるものと前提されるーーまた

は，閉じことだが現実的諸関係はそれ自身の一般的類型を表現するかぎりで

のみ叙述されるJ1めとして， I物理学者Jが「実験」を行なうばあいに「過

程の純粋な進行を確保する条件Jに比すべき， I資本家的生産様式Jの「典

型」を形成する歴史的過程として19世紀中葉の「イギジスJ12)をとり，ここ

における「資本家的生産様式の発展法則J13)を確認して，あらゆる社会関係

がこの「発展法良UJに「照応Jするものとして「典型的」な，あるいは「純

粋」な資本家的生産様式の内部分析を遂行したのは周知のとおりであるつそ

の点では，宇野教授のさきの主張は，マルクスのこの「資本家的生産の一般

的研究Jにおける基本視角を忠実に継承して，商品論乃至価値論に適用した

ものということができょう o I商品経済は，これをその社会的基礎から抽象

すると単純なる市場関係として現われ，あたかも資本主義以前のT街品の如き

観を呈するのであるが，その場合には務品経済を動かす動力とでもいうべき

ものまで捨象されざるをえないことになり J14) I商品経済を真にその生産的

基礎において理解しようとすれば一一恋品経済が一社会の支配的形態とな

る資本主義社会を採って，これを分析するほかないのである l15)とLづ教授
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の根本的立場は，かくて，正確に『資本論Jの基本的方法と一致する O つま

り『資本論』がこのように「資本家的生産様式」の「典型jの「一般的究

明」であるかぎり，一般的にいってその端緒の商品も，当然資本家的商品で

なくてはならないという結論になろう O

ところがこのような「資本家的生産様式の一般的究明jを，具体的にはど

のような抽象操作なとおして遂行し，どのような編部構成として実現するか

という点に焦点をあわせ，この観点から「端緒の商I詰J~規定しようとする

ならば，問題はまた加の相貌をもってほn びあがってくる O

すなわち以上のような冒頭の商品出資本家的商品説を展開されたのにつづ

けて，教授は次のようにいわれる o rわれわれは，資本主義社会を一挙に説

明するわけにはゆかなL、。複雑な現実的関係を分析して単純なる関係に抽象

したものから出発しなければならない。J16)そこでこの「単純なる関係に抽

象したものJすなわちたとえ「資本主義的商品Jであるとしても，このよう

な「抽象J化作用を被った蕊品は「如何なる性費を有するかJ17)これが次の

問題となる。

この問題に対する教授の答えは次のようである o rそれは勿論いわゆる単

純なる潟品の如き兵体性を有するものではない。実捺また単純なる書道品は先

きにも述べたように，決して資本家的商品の如き全面的な交換関係を有する

ものでもなければ，また生産自身を社会的に商品生産として規制するもので

もなL、。したがって資本家的商品から商品自身の規定だけを抽出したとして

も，それは決して資本家的生産以前のいわゆる単純なる商品となるわけで、は

ない。盤史的には依然、として資本家的生産関係に規定せられた商品であっ

て，単にその資本家的関係から抽象され，或いはまた進んで、貨幣形態自身か

らも抽象されたものに過ぎなL、。したがってまたあらゆる社会形態からも遊

離したというような言語品形態ではなく，むしろ資本主義的生産関係の中心基

軸とでもいうべきものを表示するものとしてあるわけで、ある。J18) 

ここでは「資本家的高品」をとって， r資本家関係jから抽象し，さらに

「貨幣形態Jからも抽象しながら，しかもこの「抽象的なる商品Jにあって
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は「資本主義的生産関係の中心基軸とでもいうべきものを純粋に表示するJ

ことが要求されている。

これはきわめて難解な「抽象Jの論理といわねぽなるまし、。何故なら，教

授がマルクスによりつつ指摘されているように，本来商品は共同体と共同

体との「あいだJから発生したものであって，商品，貨幣，資本という流通

形態は， r社会的基本関係Jとは無関係に瑛開しうるものなのである。ただ

資本家的社会においてのみ「商品形態自体が基本的社会関係、となってあらわ

れるJ19)のであるが，それはここでは蕗品関係によって「基本的社会関係」

が全面的に媒介されており， r社会の歴史的発渓の動きをなす生産力白身J

が「商品J関係をとおして発現する機構が確立されているからであるO 教授

が，資本主義の原理的研究の出発点としておかれる商品にかんして，単純商

品説を排撃して，資本家的高品説を主張されたのもこの点にかかっていた。

すなわち「それぞれ異った生産関係からいわゴ偶然的に発生する商品安抽象

的に規定」するとすれば， rそれでは荷品形態自身が基本的社会関係となっ

てあらわれる資本主義の商品の発生の根拠をつくものとはいえない J20)こと

になるからであった。しかし，原理論体系冒頭のIfijr誌を-，いかに「資本家的

商品Jとして規定したところで，この潟品からはすでに「資本家的関係j も

「貨幣形態Jもまったく捨象されているのである。 r資本家的関探Jからも

「貨幣形態」からも抽象された「抽象的なる商品Jになお保持されている

「資本主義的生産関係の中心基軸とでもいうべきもの」とは兵体的には何

か。冒頭の商品 1 資本家的蕗品説をとり，しかもそれを流通形態としての商

品と規定される教授の所説に対する反対論は，まずこのような疑問の形式に

おいて，教授の理論体系への根本的批判のいとぐちをつかんだのである。

この疑問をまともにうげざるをえない教授の見解は次の引用のやに端的に

示されている o r商品経済は，これをその社会的基礎から抽象すると単純な

る市場関係として現われ，あたかも資本主義以前の商品の如き観を畏するの

であるが，その場合には商品経済を動かす動力とでもいうべきものまで捨象

されざるをえないことになる O 勿論，この動力自身は商品形態そのものにこ
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れを求めることはできない。J21) 

すなわち経済学的考察においては， I商品経済」したがって流通形態を規

定するばあいこれを の基礎」と分離して規定してはならないというの

である O これは「市場関係だけを抽象」して商品経済一般に解消する考え方

に対して，資本家酌商品説を主張される教筏の立論の核心をなすものであっ

て，それは陪品形態といえども p 原理論体系の冒頭におかれるそれにあって

は， I商品経済を動かす動力Jあるいは「資本主義的生産関需の中心基軸と

でもいうべきもの」を「純粋に表示する」ものでなくてはならないという教

授の根本的見解からE支援にみちびかれる帰結であった。

ところが直ちに教授は， Iこの動力自身は窃品形態、そのものにこれを求

めることはできないJと補足される O 冒頭の商品はあくまで「商品経済を動

かす動力Jあるいは「資本主義的生産関部の中心基軸とでもいうべきものj

を「純粋に表示Jしなくてはならないが， Lかもこの商品は「資本家的関

係Jからも「貨幣形態Jからも抽象されており，それゆえこの「動力自身j

は{弱品形態そのものJに求めることはできない，という教授のこの難解な

主張は，果して一貫した論理の上にくみたてられた矛盾のない統一的見解と

してうけとめることが可能であろうか。

「商品の形態を与えられる生産物が，如何なる関係のもとに生産せられた

かということは，商品形態自身には関係のないものでありながら，しかもこ

れを完全に遊離しては商品形態自身を考察することもできないのであるJ22) 

ここに教授の流通形態にかんする根本的見解が(通常の悟性にとっては)

相互に相容れない(と思われる)二つの呉った主張をふくみつつ要約されて

いる。引用の前段では，流通形態の基本的社会関係に対する疎外的性格と，

それにもとづく商品経済の流通形態としての自立的考察の可能性の根拠がの

べられるとともに，後段では，資本主義的生産関係においてはじめて流通形

態についての経済学的考察も可能となる理由が明らかにされている。つまり

前設における商品，貨幣，資本という流通関係を流通形態として独自に展開

する視角と，後段における経済学の対象としての純粋な資本主義的生産関係
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の設定の要求とが，もしも共車底的で、ないとするならば，教授の主張は根本的

に相反するこつの方向へと分裂し，統一的方法としては存立しえないことに

なるであろう O

じじっ教授の主張に対する根本的反論は，この点を基軸として展開されて

いったのであり，教授の主張の二面的性格にもとづいて，それに対する批判

も二つのまったく棺反する立場から遂行されることになった。すなわちいわ

ゆる「社会的再生産Jの視角による批判と，いわゆる「流通渉透J~見角にも

とづく批判とである。

以下この教授の所説に対する二つの異った側面からの批判を検討しつつ，

正しい商品規定の理論的措定を試みよう O

なお冒践の商品にかんする，したがってまた商品，貨幣，資本という流通

形態一般にかんする，このような教授の独自の把握は，たんにそれにとどま

るだけでなく，流通形態と資本家的生産過程とのかかわりあいについて，ま

た生産過程と資本家的分配関係としての諸資本姿態の具体的展開とのかかわ

りあいについて，従来の考え方とはまったく異った新たな把握の視角を要請

するのでるって，以上の冒頭の商品についての教授の提言は，拡大して『資

本論J体系全領域に対する独自の体系的編別構成にもとづく理論的把擦を準

備するものであった。それゆえ，この流通形態としての商品の理論的措定に

ついての教授の主張をめぐる論争過程を追跡して，その論理的整合性を確定

するという以下の操作は，向時に資本論体系の経済理論としての基本性格を

規定するという経済学の根本的方法にかかわることにもなるのである O

1) ヒノレブァーディング，前掲察， 191頁。

2) lf資』⑨ 266}言。

3) 字野弘蔵刊図鑑論~ 15~16]'[。

4) [f資』⑤ 48:&。

5) [f資J③ 543賞。

6) 向上。

7) [f資J③ 563Ji。

8) [f資J③ 607頁。

9) [f資J③ 609頁。
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1ω 『価値論Ji18真。

11) !f資』⑨ 220頁。

12) r資J① 70真。

13) rr資』③ 1245賞。

14) 111価値論Ji19"真。

15) 向上警， 22頁。

16) 向上書，同頁。

17) 向上書， I湾真。

18) 向上書， 22~23頁。

19) 向上察， 11頁。

2ω 向上議， 1O~1l頁。

21) 隠上警， 19頁。

22) 向上警， 21頁。

2 

宇野教授の流通形態にかんする所論に対して，その内部にふくまれる二面

性に往日してまず批判を行ったのは岡崎栄松氏であった。 r宇野教授のいわ

ゆる流通論にあっては二系列の相互に呉質的な見解が混在し交錯していて，

かならずしも論理が首建一貫していないjめという関崎氏の主張について

は，すでに別の笹処で検討したのて、へここでは深く立入らないが， ここで

あげられている「二系列」の「見解Jの「呉質」性というのは，さきにみた

教授の「論理的展開の起点に立つ簡単な鴎範は，特殊歴史的な社会形態とし

ての資本主義社会の抽象的諮関係を表示するものでなくてはならないJ3):と

いう主張と，教授の原理論の展開で実現されている，端緒の商品を「流通形

態」としての商品としてとらえる方法との簡の「異質」性のことである O

そもそも『流通形態Jとしての商品を原理論体系の冒頭におくという教授

の方法は， r商品は生産によってえられるにしても，然しそれは本来，共同

体と共同体との間に始まるものであって，共同体内部に発生するものではな

い。換言すれば，商品は本来生産と密着した関係にあるのではなく，従って

また，生産力が増進すれば生産物が必然的に商品化するというものでもな

い。奴隷によって生産されたか，農奴によって生産されたか，更にまた資本
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家的賃労働者によって生産されたかに関係なく，総て一様に商品化しうるの

であるO このように商品形態は，生産過程を前提としながら特殊の生産関係

を前提とすることなしに展開されうるのであり，また単なる生産一般からは

決して導き出されえないのである。かくて我々は，先ず商品形態，貨幣形

態，資本形態を展開し，しかる後に生産論を展開する」めと L、う流通形態の

把握によって根拠づけられていた。流通形態としての窃品，貨幣，資本関係

が「生産過程を前提としながら，特殊の生産関係を前提とすることなしに展

開されうるのであり，また単なる生産一般からは決して導き出されえない」と

いうことを根拠として，流通形態をそれ自体で展開しなければならぬという

教授の主張は， かえせば，古代にしろ中世にしろ，あらゆる時代の商品流

通は，それ自体としては生産過程ときりはなされた独自の論理構造をもち，

そのかぎりではし、かなる生産関係からも「遊離」してそれ自体として理論化

されうるという理解を誼ちに導入することになろう O それでは教授のもう

つの見解一一端緒の商品をもって「資本主義的生産関係の中心基軸とでもい

うべきものを純粋に表示するものJとする見解一ーと根本的に対立するので

はないか。これが岡崎氏の宇野教授に対する批判の核心をなすものであった。

いかにも宇野教授の「流通形態J論の主張が「商品は生産によってえられ

るにしても然しそれは本来共同体と共同体との関に始まるものであって，共

同体内部に発生するものでなしづという，商品流通の特定生産関係に対する

疎外的乃至遊離的性格にその根拠をおくものであるかぎり，あらゆる時代の

商品流通をたんなる流通関係として一括して，その流通形態としての論理を

それ自体において追求するという，端緒の商品=資本家的商品説と真向から

対立する主張としてうけとめられるという，岡崎氏の批判を回避しさること

はできないであろう O

教授の真意はともかく，教授の流通形態に関する主張がこのようなものと

してうけとられたのはむしろ一般的であった，といってよい。たとえば佐藤

金三郎氏はし、われる o I・・・・・・商品，貨幣，資本は歴史上資本主義以前に特定

の生産関係とは必然的な関連なしに『流通形態Jとして出現したから，理論
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約にも『資本の生産過程Jより以前に『流通形態』として『特殊の生産関係

を前提ずることなしに展開され』ねばならないとしづ宇野教授の主張は『流

通形態J論の『根拠』を荷品経済の歴史的発展過程に求めるという点で，一

見きわめて唯物論的にみえるけれども，実は単なるトートロジーにすぎない

ものであり，しかもそれは商品・貨幣の理論的展開は発達した資本主義社会

の分析によってではなく，資本主義以前における商品経済の獲史的発展過程

の跡を迫ることによってのみはじめて可能であり，しかもこれとかならず一

致せねばならぬとみる点で，また商品・貨幣を一定の社会的生産関係を表現

する物的形態としてではなく，生産関係を捨象した，あるいは生産的基礎か

ら『遊離Jした単なる抽象的存在にすぎない『流通形態』として把握する点

で，いわば二重の誤りを冒しているのであるoJめかくて佐藤氏によれば，

宇野教授が一方で「流通形態J論を主張されるとともに同時に他方におい

て，庁純粋の流通形態Jとしての商品・貨幣・資本は発達した資本主義から

の抽象物，あるいは『原理論』で想定される F純粋資本主義Jの抽象的規定

であ〆りちしたがっそれは資本主義以前の具体的な商品・貨幣・資本とはその

生産的基礎を異にする点で， w実質的jJvこは異なる」という主張をされたと

しても，これは「結局は無駄であるばかりか，無意味なものであるj という

ことになるo rなぜなら教授の『流通論』にあっては，ただ商品・貨幣・資

本の『形態』だけが問題であり，したがってそれらがJ主体的にどのような生

産関係のもとで出現したか，その生産的蒸礎における『実質的』相違はなん

ら問題でなかった答だからであるJめというので、ある。

商品流通の「流通形態Jとしての把握の根拠を，商品流通の特定生産関係

Iこ対する政外的性格にのみ求めるのであるとすれば，佐藤氏の批判されるよ

うに，いかに「資本家的商品」であるからといって， r流通形態Jとしては，

「生産的基礎Jからまったく分離された rw形態的』には歴史上の具体的なこ

れら諸形態と全く同一J7) な「抽象物Jに転化し，結果として冒頭の商品=

資本家的商品説を完全にくつがえすことになるといわねばならぬであろう O

そしてまた『資本論Jによって明らかにされ，宇野教授も強調されるよう
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に，たんなる商品経済はそれ自体では資本家社会を形成する勤閣をもたず，

「どの程度まで商業が!日生産様式の分解を生ぜ、しめるかは，さしあたり生産

様式の堅聞きと内的編成とに依存」し， rこの分解過程がどんな結果を生ず

るか，すなわちどんな新たな生産様式が旧生産様式の代りに現われるかは，

商業にではなく， I日生産様式そのものの性格に依存するJめものである以

上，要するに「商品形態の発生，発展はそれ自身に麗史的発展を決定もるも

のとはいえないJ3) ものである以上，このようなたんなる商品経済の理論的

抽象によっては，それ自身資本家的社会関係を展開する論理的起動力をもっ

た「商品」範轄を設定することは不可能であることは明瞭であろう O

「資本家的商品」といえども「流通形態」として抽象ずるならば，宇野教

授の主張にもかかわらず，あらゆる商品経済の「市場関係だけを抽象Jした

ものと区別がつかなくなり，まったくその「社会的基礎から抽象Jされて

「商品経済を動かす動力」を喪失した「商品関係J一般に嬢小化されてし

まうのである O これが関崎氏や佐藤氏による宇野教授の流通形態論批判のよ

ってたつ基本命題で、ある O はたしてそうか。それには後で、またたちかえる

が，ともかく，このようにして関崎氏にしても，佐藤氏にしても，冒頭の商

品出資本家的商品説を擁護し，それ自体「商品経済を動かす動力」をもち，

「資本主義的生産関係の中心基軸jを「純粋に表示する」商品範轄を措定す

るためには，宇野教授におけるように「生産的基礎から抽象された単に市場

=交通関係を現わすにすぎない『流通形態j]J 10)にとどまってはおられない

ことは当然であろう O

岡崎氏のばあいは「論理的展開の起点に立つ簡単な範時は，特殊歴史的な

社会形態としての資本主義社会の抽象的諸関係を表示するものでなくてはな

らないJ11)というだけであって，具体的内容を伴う積極的提言を欠くので，

これ以上問題にしょうがないが，佐藤氏のばあいは，これを「単純な商品・

貨幣の考察に際しては理論的に単純な商品生産関係が，あるいは私的所有関

係が前提されねばならないJ12)という主張によって遂行するのである。

しかし腎頭の商品規定において「単純な高品生産関係Jが「前提されねば
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ならない」という，この佐藤氏の主張は，いうまでもなくすでに1904年，ベ

ーム・パヴエルクの批判に対してなされたとルファーディングのマルクス価

値論擁護のほぼ忠実な再生版にほかならない。ほぼ忠実な，というのは，ヒ

ルブア{ディングにおいては，この前提はたんに商品規定の「理論的前提J

であるばかりでなく，資本家的社会成立の「歴史的前提Jでもあり r単純

諮品生産ーから資本家的生産への移行J13)を理論的展開としてのみならず，陸

史的発展過程としてとらえていたのに対し，わが佐藤氏の主張にあっては，

注意深くこの歴史的発展の側面が削除され，もっぱら「純粋資本主義のもと

でのJ r理論的展開Jという改訂再生版となっているからである。

この点は向じく字野教授の流通形態論に反対し，さらにマルクスにおける

師値形態論の視角さえも否定しさることによって(設1) アダム，スミス的見

解に逆行し「単純商品生産社会Jから「資本家的生産社会jへの展開を，理

論的であると同時に歴史的な発展としてとらえる大島雄一氏の所説(註めと

も，一見栢達するかのような印象をあたえる O

(注 1)大島氏は F資本論』の「価値形態論」の「移行規定」を検討することによって

この「移行Jは「弁証法的発援を:意味するものでないJことを「明らかJにするとと

もに，総じて「価値形態の『発展』は，貨幣形態を必然に生みだすという論理的・弁

証法的意味での『発渓Jでないこと，それ安いうには形態論の方法的限定を逸脱しな

ければならないことjな「明らかにJ14)している。

(注 2)大島氏の所説は，氏自身言明しているように，根本的には「マルクス段階の経

済史学の水準ではJ1"十分拐瞭になっていなかったためJ，マルクスにあっては「体

系構成の上にまで反映させえなかったJが， 1"わが悶の経済史学がつとに明らかに

しJ1めたところの1"社会的存'ì.JIif~程が主として白立的な独立生産者によってにな

われるJ 1"社会的再生産過程の一段階J16)の存夜と，この「単純商品生産段階」から

「産業資本段階jへの自生的発展過程の確認という「大塚教授や高橋教授を先駆とす

る経済史学の成果J17)のーとに全面的に依存して構成されたものである O ところがその

当の大塚教授はまた次のようにいうのである o 1"われわれがこうした荷業資本の産業

資本への転化の史突を無視しているという，流布された誤解はこのさい一掃していた

だきたし、。われわれがここでこうした史実の歪曲を史実として主張しているのではな

いことは明らかであるし，またかつてそうした主張をしたこともなかった。ただ資本

主義発達の基本線を理論的にとえらるばあい， ~溺業資本の産業資本への転化』を基

軸的地位におくことをしないだけのことであるoJ17) ここで明らかなことは大塚教授
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が「資本主義発達の基本線」を「中産的生産者層の南極分解J18)としてとらえるの

は，一定の「理論的」立場からなされているのであって，この「理論的j立場こそほ

かならぬこの段階にあっては「局地的市場閤」における rIr生産物のほぼ価値どおり

の販売Jによる自由な等価交換の関係が，例外的ないし偶然的でなく一般化しうる

一一これが価値法則の貫徹である一一ーというJ19)社会的生産と価値法刻の把滋の祝角

であった。 r高品生産は，資本家的生産の基礎上ではじめて，生産の正常的・支配的

な性格として現象しJ20)，r不純化と混合とが除去されjた純粋な「資本主義社会J21) 

における門医別資本Jの自由な「競争」を媒介として資本の「本源的法則Jとしての

価値法刻は，まさに「競争における基本法則」として自己を「現実的」に「捻定す

るJ22)というマルクスの基本的視角と，これは根本的に対立する「価値法則jの把援

といわねばならない。Ir資本論Jにおいても一面では「古代世界でも，近代世界でも

みずから労働する土地所有農民のばあい，および手工業者のばあいにみられるJr価
値法郎」の「理論的ならびに燈史的なJ 1先行」的支配という想定が存在することは

たしかであるが，しかしこのような想定は実は古典派の価値犯握の視角のマルクスに

おける残像であり，それがまた F資本論J体系の純化と完成に対し，いちぢるしい阻

害姿凶をなすことになったのであった。ここでの問題はしかし，一部経淡史家におい

てこのJうな「価値法則Jの把握が，歴史的事実認識を規制する特定の「理論的J前

提として作用し，そのような立場にもとづく経済史的認識が，さらに大島氏のごとき

「理論J~誌によって「経済史学の成果」としてうけとめられ，かかる「成果」を「反

映Jした理論的展開が企てられるという，喜劇的な耳世論構成と歴史認識との態循環に

ある。マルクスに残存する古典派約視角からする 11濁健法則Jの把握にしがみつい

て，かえって「マルクス段階の経済史家の水準Jの{尽きを批判し，マノレタスの「体系

構成Jにおける「真の弁証法的展開Jの欠如をつく，大島氏の主張に対しては，コン

ディヤックを批評して「まことに子供らしくも，発達した商品生産を伴なう社会を

ば，ーの状態一一そこでは生産者が自分の生活維持手段そのものを生産し，そして自

己需要をこえる超過分，剰余のみを流通に投ずるようなーの状態 ーとすりかえてい

るJ2めといったマルクスの言葉をおかえしすることによって「十分の敬意を表Jす

る以外にはないであろう O じっさいマルクスはまさに「貨幣の資本への転化Jを資本

主義的生産様式の歴史的発生過程との関連でとらえる箭処において，次のように明確

にその歴史過程の「基本線Jをしめしているのである。 1等価物の交換とL、う純粋な

方法で，貨幣がある程度蓄積されうるということは，われわれのみたとおワである。

しかしこれはきわめてとるにたりない源泉であるから，貨幣は自分の労働の交換によ

って取得されるとしづ前提をみとめるとしても，援史的にはこのことについて言言及す

る価値はない。むしろ高利繁一一ーとくに土地所有にたいして行なわれたーーと商人の

儲けによって蓄積された動産一一貨幣財産が，本来の;意味での資本，産業資本に転イじ

されるのである。・…・・われわれがすでにみたように，資本の概念，または資本の発生
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の中には，資本が貨幣から出発し，したがってまた貨幣の形態で、存在する財産から出

発するということがふくまれている O 同様にそこには，資本は流通からでてくるも

の，流通の産物としてあらわれるということもふくまれている。だから資本形成は，

土地所有から出発するのではなく(ここではたかだが農業生産物の引取商人たる借地

農)，またツンフトからでもなく(この点では可能性はあるにしてもわ商人財産と高

利貸黙産とから出発するのである。J23) マルクスが産業資本に転化すべき貨幣財産の

源泉をどこに求めていたかはきわめて明瞭であろう。

「単純な商品・貨幣の考察にさいしては，理論的に単純な商品生産関係

が，あるいは私的所有関係が前提されねばならないJ2めという佐藤氏の積極

的主張において，まずみのがしえないのは，氏にあっては「単純な商品生産

関係j と「私的所有関係Jがまったく同義のものとして等寵されている点で

ある O 一般に商品流通が成立するためには「私的所有関係jが前提されてお

らねばならず，近代的な「私的所有関係jの形成過程は向特に商品流通の展

開過程の所産でもあった。 r私的所有関係Jを前提しないで、は，もともと

純な「商品」関係， r寵単な{髄{鹿形態jさえ措定できないことは明らかであ

り，いまだかつてこの点に援問を感じたり，さらに「私的所有関係」を前提

せずに「単純な商品」関係を展開したりしようなどと企てた夢想家は誰一人

存在しなかった。宇野教授の「流通形態」論においても，かかる「私的所

有」の前提が存在することは改めて指摘するまでもない。教設が問題とされ

たのは，かかる蕗品関係の前提たる「私的所有」を， r単純な商品生産関

係Jであれ「資本家的生産関係jであれ，ただちに何らかの特定の「生産関

係Jと護接にむすびついた「私的所有」関係として理解してよいかどうか，

という点にあった。ここで先ず佐藤氏は，当の批判の対象たる宇野教授の問

題提起の真の意味を，はじめから全く理解しておられなかったことを自らの

手で暴露するのであるが，ここでは伎藤氏が，かかる「私的所有関係Jを同

時に「単純なる商品生産関係Jとして， r高品・貨幣の考察jにさいして「前

提」する理由をきこう O

「なぜならJと佐藤.!l:;l土つづける o r市場に交換者として登場しうるため

には，いうまでもなく人びとはあらかじめ商品形態にせよ，貨幣形態にせよ
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ともかく対象化された労働時開としての交換価値の所有者となっていなけれ

ばならないからであるO なるほど， ~かれらがいかにして商品の所有者とな

ったかJという『商品の生成過程，したがってまた商品の本掠的取得過穏』

は『単純な流通の背後で起っており，それが始まるまでに消えうせている

過程』ではある。だから，この過程の考察は，一見したところ宇野教授のい

われるように『単純な流通の考察には属さないようにみえる』けれども，こ

のことは『私的所有が流通の龍提』であるという事実をなんら排験するもの

ではない。なぜなら， ~流通の観点からは，他人の商品， したがって他人の

労働は自己労働の譲渡によってのみ取得されうるのであるから，流通の観点

からは流通に先行する商品の取得過程は必然、的に労働による取得として現わ

れJざるをえないからである。 したがって， ~労働と自己労働の産物に対す

る所有は，それなくしては流通による第二次的取得が生じない根本的前提と

して現われる』のであり，しかもこの前提は『流通それ自体の考察から生じ

る，なんら恋意的でない前提』なのである。J25) 

ここでは，一方で，流通関係の考察においては r商品の生成過程，した

つがってまた商品の本源的取得過程」は「単純な流通の背後でおこってお

り，それが始まるまでに、消えうせている一過程jであって，流通関係それ自

体においてはその「商品の本源的取得過程」は問題になりえない点を指摘し

ながら，しかもただちにそれにつづけて『経済学批判のウルテキストJにお

ける「流通の観点からは他人の商品，したがって他人の労働は自己労働の譲

渡によってのみ取得せられるのであるから，流通の観点からは流通に先行す

る商品の取得関係は必然、的に労働による取得としてあらわれる」ために「労

織と自己労働の産物に対する所有は，それなくしては流通による第二次取得

が生じえない根本前提としてあらわれる」という記述によりながら，それを

否定し，いわゆる「単純商品生産表」の「自己労働jによる生産物の取得に

よって形成される社会関係を r流通それ自体の考察から生ずる，なんら恋

意的でない前提Jとして主張するのである O もちろんマルクスの流通関係の

考察に，このような側麗があることは否定、むきないし，このような規点は，
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商品・貨幣の考察に先だって「生産一般jを独立・の主主として措定し，生産一

般→単純商品生産→資本家的生産という編別構成プランをこの段階において

マルクスに抱かしめることになり， w資本論』の成立過程において，蕗品→

貨幣→貨幣の資本への転化→資本の生産過程という現行編別構成へと純化さ

れつつも，いのゆる「自己労働の生産物の私的所有」から「他人労働を支配

するJ r所有」へという「領有法射の転回J26)の構想を， r商品交換の法

則」にもとづく価鑑増殖の説明の過程のうちに残存せしめることになったと

いう点は確認しておかねばならない。

しかし『綱要Jにおけるかかる構想や w資本論Jにおけるその残像の指

摘は，けっして「流通関係それ自体の考察jが必然的に「自弓労働の産物に

もとづく所有」関係の存在にみちびくことの証明にはならなし、。本来「私的

所有」の概念は「社会的・集団的な所有の対立物Jとして形成されるもので

あって， r労働手段と労働の外的諸条件とが私人に属するばあいにのみ存立

するJのであるが， rこの夜、人が労働者で、あるか非労働者であるかに応じ

て，私的所有も異なる性格をもっJのであり， r私的所有がえ示す無限にいろ

いろな色合は，この荷緩端の関に横たわる諸々の中間状態を反映するにすぎ

なL、J27)のである O くだいていえば， r私的所有」は r労i勤者が自分の生

産手段を所有するJ r小経営」から「他人の，しかし形式的には自由な労働

の搾耳元にもとづく資本家的私的所有」にいたるまでの「諸々の中間状態Jを

ふくむ全生産関係を包括する諸「所有J関係を示す概念であって， r私的所

有Jの存在がただちに「自己労働の産物に対する所有Jを意味することには

ならないというのである O

マルクスが「流通の観点からJと但し書きしているように，かかる「流通

同係Jをもってただちに一定の「生産関係Jを類推するとすれば，たしかに

「自己労働の産物に対する所有J関係，したがって「単純商品生産関係」の

存在を「想定」しやすいことは事実である O 古典派経済学における「流通関

係Jと「生産過程」の把握，したがって「価舘法則Jの把握はまさにこのよ

うなものであった。そして古典派経済学がブルジョア的イデオロギーの提界
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をついに脱脚できなかった根本的原因もそこにあったのである O

ずこだ佐藤氏のばあい，考察の対象となる「流通関係Jしたがって「私的所

有」は， I特定の生産関係とは必然的な関連なしJであらわれる一般的な

「流通関係」乃至「私的所有jではなく I純粋資本主義j社会の抽象にお

いてのみあたえられる「流通関係J， I私的所有Jであるという点が，この

「私的所有」と「自己労働の産物に対する所有」との直接的結びつきを保証

する条件となっているのであろうか。しかし佐藤氏にしても「商品と貨幣J

の考察においては I商品所有者たちの経済的関係以外には，人と人との何

らの経済的関係J28)も前提されておらず， I務品交換は，それ自身の本性か

ら生ずるもの以外には，絶対的になんらの依存関係も含んでいないJ2めとす

る， w資本論Jの分析視角を認めるとすれば， I荷品と貨幣」の考察において

は，いかにそれらが「純粋資本主義」からの抽象物であるとはいえ I資本

家的生産関係Jそれ自体は姶象されているとしなくてはならないであろう。

では「資本家的生産関係」の捨象は，必然的に「労働者が自分の生産手段

を私有するJ I小経営jの社会をみちびくことになるのであろうか。

「労働手段と労働の外的諸条件Jの「非労働者jによる「私的所有」とい

う「生産関係jの捨象が同時に円罰々独立の労働者倒人とかれの労働諸条件

との癒着}O)としづ社会関係の一般的成立を保証するばあいはただ一つ， I資

本の蓄積と土地の私有とに先だっ初期未聞の社会Jすなわち「資本主義」以

前の社会における商品流通に媒介された「生産関係Jを，自出な独立生産者

による生産物の和五交換関係として想定する， A.スミス以来のフツレジョア

的イデオロギーに支配されつつこの抽象を行うばあいだけであるO

大島雄一氏の所説はこの道を辿った典型的な倒で、あるが，しかし大鳥足と

って，わが佐藤氏の場合はこのような「単純な商品生産関係」をたんに

「理論的」なものに提定することによって「歴史的発展との一致Jを遮断し

たため，大島氏におけるように，マルクスがその「資本家的生産様式の一般

的究明」に対する付議たる「資本家的蓄積の歴史的傾向jにおいて， I資本

の前史Jとして総括した「一連の暴力的方法を包括するJ I広凡な人民大衆
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からの土地や生産手段や労働用具の収奪一一人民大衆のこの怖るべきかっ非

道な収奪J31)の過程を 1商品生産者の行動原理と L、う競争論J32)の視角か

ら「単純蕗品生産者Jの「分解の論理J33)に題小化するという独創的且つ

「積極的解明言ど意図するJ3i)ほど， ~資本論J の基本構成からの逸税を示す

ことはなかった。

けれどもこのような佐藤氏の「貨幣の資本への転化」問題における「歴史

的形態に対応した理論的把擦」のお否は，加の面において氏の理論構造に根

本的難問を投げかけずにはおかない。

すなわち氏は一方において， 1単純な商品・貨幣の考察にさいしては理論

的に単純な商品生産関係Jを「前提jするとともに，他方においては， 1高

品経済の全面化している『純粋資本主義』のもとでは，労働力商品はすでに

市場に現存するものとして前提されており，したがってそこでは『貨幣の資

本への転化』のための条件が与えられているJ3めという想定をとる。しかも

氏にあっては宇野教授の「流通論jを批判する過程からもうかがわれるよう

に 1価値実体論をあらかじめ説くことJ，あるいは「価値概念J3めをまえ

もって規定しておくことが，流通関係を解明するためどうしても必要な操作

とされているのだから，この「単純商品生産関係Jの前提のうちに「価値実

体論Jを「説く Jことはいわば自明のの還であり，さらにマルクスが明らか

にしているように，この「価値実体論J乃至「価値概念Jの究明のために

は， 1その前に完全に発達した商品生産が必要であるJ37)のだから，氏にあ

ってはこの「単純商品生産関係Jが「完全にJ一つの社会的生産を支配する

ものとして想定されていることもまた自切であろう。それゆえ氏の「純粋資

本主義」の理論体系においては，その最初の領域で 1単純商品生産関係J

すななわち「自己労働の産物に対する所有」が与えられるとともに， 1労働

力商品」が，したがって『資本論』の表現にしたがえば「自弓の労働にもと

づく私的所有の解消J38)が与えられていることになる O つまり氏の「尚品・

貨幣」の考察の領域でされているのは， 1自己労働」の「所有」であるとと

もに向時に「自三労働」の「所有」の「否定」である O これこそが氏の強調
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される「みずからの限界を知る場合にのみJ I正ししづ 「弁証法的叙述形

態Jとでもいうのであろうか。しかしわれわれにとって「形式論理からいっ

てもけっして市立しうるものではないJ39)のは，むしろ氏の『資本論』体系

における「単純商品生産関係」の「前提Jと「労働力商品Jの「現存j とい

う想定のように思われる O

宇野教授にあっては 1労働力の商品化は，研究の対象となった資本主義

社会ではすでに確立されているJとしても，教授の「流通論Jがかかる生産

関係からさえも抽象された流通形態の展開過程としてあたえられており，し

たがって流通形態自体は特定の生産関係と直接結合してとかれていないた

め，この関係は佐藤氏におけるごとき奇罷な「弁証法的J矛爵のうちにあら

われることはありえないのである O しかしわが佐藤氏にあっては流通形態を

流通形態として自立的に把握する方法が拒否されているため，流通形態論と

生産過程論との理論的関連のうちにこの問題を解決する道をとることは不可

能となるO といっても大島氏のごとき「単純商品生産関係」から「資本家的

商品生産関係jへの歴史的発展過程の「反映J乃至「理論化」としてこの関

連を解明するという「退路もJ I違憾ながらJ 1閉ざされているJ0 1なぜ

ならJ I発達した資本主義社会Jを前提とする以外に，資本主義の一般的論

理構造を解明する方法がないことは「明敏な」氏自身「が強調されるところ

であったからである。 J

「したがってわれわれは，いまやつぎのように結論することができるであ、

ろう o J佐藤氏は，その資本家的生産様式の一般理論における「単純な商品

の「前提」と， 1純粋資本主義」における「労働力荷品Jの「市場」

での「現存j の想定という「二律背反」を，前者の「放棄によってのみはじ

めて克服できるし，また克日夜することが必要なのである，と。J40) 
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3 

発生・発展・消滅と L、う過程をたどる歴史的形成体たる資本家的生産様式

を具体的に前提しつつ，それからの抽象によって，純粋な資本家的生意関係

を理論的に再構成した『資本論Jにおける法則的必然性について，マルクス

は次のようにのべているo r資本家的生産の諸々の自然法期から生ずるとこ

ろの，社会的な諸々の敵対の発展程度の高低は，それ自身には絶対的に問題

ではない。問題なのは，これらの法則そのものであり，頑強な必然、性をもっ

て作用し，かっ自己を貫徹しつつあるこれらの諸傾向である o 業的により

発展した聞は，発展のおくれた簡に対し，ほかならぬそれ自身の将来の姿を

示すのであるo})

すなわち『資本論Jで解明された資本家的生産様式の法則的展開が「頑強

な必然性をもってJr貫徹jするというのは，たんに19ttt紀中棄のイギリス

の内部において「資本家的生産様式が生産および市民的社会のすべての部西

を支配するということ，したがってまた資本家的生産様式の諸条件一一諸資

本の自由な競争，一生産部商から他の生産部商への諸資本の移転可能性，平

均利潤の関等な高さ，などのような一ーが完全に闘むわするということを

意味するだけでなく，このイギリスを中心とするあらゆる国々の生産関係

が，この「法則Jによって「貫徹Jされ，終局的には全世界的規模において

この純粋な資本家的生産様式が完全に支配することになるという意味におい

て，理解されていた。つまり三大措級によって構成された純粋な資本主義社

会の完成は，近代社会のゆきつく終局的な世界経済の総体的機構を意味して

L 、7こ。

マルグスの対象とした19世紀中葉のイギリスを中心とする世界経済の発展

においては，たんなる理論的想定にとどまらず，現実的な歴史的傾向でもあ
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った，かかる世界経済の発展傾向に対する認識は，マルクス主義における，

いわゆる「理論と歴史との統一J乃至「理論的展開と歴史的発展の一致Jと

いう概念の原型をあたえるものであったが， 19世紀末にはじまるいわゆる金

融資本段階へのt政界資本主義の変質過程を前にして，このような歴史と現論

についてのいわば一元的な把握の仕方は根本的な修正乃至変革をうけざるを

えないことになった。

ベルンシュタインの とカウツキ{のそれに対する批判にはじま

り，その成果としてヒルファーディングの『金融資本論』とレニンの『帝国

主義論』をうみだしたいわゆる「修正主義論争Jについては，ここでは立入

らないが，宇野教授はこのような歴史過程の変質に対志する

の要請に対して，周知のように資本家的生産様式の歴史的展開過程を「原理

論Jと「段踏論Jの二つの異った理論領域に分割することによって解明する

という，独自の方法をもってこたえられたのである O すなわち「一定の社会

的原理を切らかにするということは，一方では一定の時期に従来の社会形態

から転化して始まり， の発展の過程の内に他の社会形態に転化せざるを

えない社会を対象としながら，他方ではその種々異った発展の段階を通して

適用される一般的原理を明らかにしなければならなしづとして，このような

[社会的原理Jは， r確かに，一社会の発生，発援， 消滅の過程を明らかに

するものでありながら，決してそれが直ちにかかるものとしては表現せられ

ないという関係にある O 原理として明らかにぜられるものは，一定の特殊形

態の社会が，それによってあたかも永久的に運動し，発展しうるかの如きも

のとして表現ぜられる O そしてそれは常に必然、的に繰り返されるものとして

原理となる。いわばその社会の発生，発展，消波の歴史性は背後にかくれて

くる O われわれが経済学の原理をn;芸品』から始めて『諸階級Jに終る体系

として展開するとき， Wj滋品』が如何にして発生し， W措級Jが如何にして消

滅するかは，その体系的原理そのものによって展開することはできなL、」め

という新たな方法的視角がうちたてられたのである。

しかし，このように「原理論」においては，資本主義社会が「あたかも永
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久的に運動し，発展しうるかの如きものとして表現せられJ，他方「資本主

の発展の際史的段階の必然、性jめは，この「原理論」とは区別された「段

階論」 において解明せられるとする教授の方法は，当然「マルクス主義の核

心をなす理論と歴史，理論と実践等々の統一をひき離すものであり，観念的

構築物たる純粋資本主義を対象とする原理論における法則的確認と段描論・

現状分折における法則性の寄認とがウラハラをなし，結晶は観念的遊戯と現

実逃避とに帰着するというJ r正統派諸氏の批判J5) をよびおこすことにな

ったO

これら「正統派諸氏の批判Jはここでは具体的にはとりあげなL、。という

のは「理論と歴史Jの「統一Jのスローガンのもとに『資本論』体系による

資本家的生産様式の生成，発展，没落の塵史的過程の直接的解明言どめざす"

これら「正統派諸託j の主張においては，多少のニューアンスの差は伴いな

がらも基本的には結路，前節で検討したように一方で資本家的生産様式の発

生過程において，単純な「商品生産Jを「一つの生産体制としてJ6) 設定す

ることによって， r資本および資本に照応する生産様式の前史をなすj円、わ

ゆる本諒的蓄積過程」を否認し， r一方には勤勉で、利巧で，わけても倹約な

選り抜きの人間がおり，他方には怠け者で白分のものー毘，否それ以上を蕩

尽するルンペンどもがいた」とする「経済学的原罪物語」りをつくりだすこ

とになり，他方においてはいつまでナこっても「まったくプランの域を脱しな

いJ rw資本論』の具体化Jによる f独占段措のた一般理論ミ構成への強烈

な意欲Jがみられるだけの「内容のともなわないたんなるプラン論議」めに

おわっているにすぎなし、からである。

ここでとりあげるのは宇野教授の「流通形態論Jの主張を前提としつつ，

しかもこのような「原理論Jと「段階論」との分離に対して， r資本主義の

一発渓段摘の傾向を現実的根拠にするものであるとはいえ，経済学の理論体

系を想定された資本主義の内部分折として設定し，これにたいし現実の資本

主義をその例解ないしは典型として位置づけることは，理論と対象との関係

を観念的に顛倒するものといわねばならぬJ9) とL寸批判を行なう岩田弘氏
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の所論であるO

氏の宇野教授に対する批判の基調は次のように要約されよう。宇野教授が

「原理論において，想定された資本主義にのみその経済過程の純粋性と自立

性を承認するということは，この資本主義の役界史的な発展段階を一つの必

然的な退程として解明することを拒否するもの」めであり， rこれに反し，

現実の資本主義が，それ自身に生成・確立・発展する自立的経済過程をなす

とすればJ (そして氏はそのようなものとして「現実の資本主義Jを把握す

るのであるが) rこのばあいにこそ，はじめて経済学は，資本主義の世界史

的発展段措を一つの必然的な過程として解明しうるものとなるのであるが，

Lかしそれとともに，経済学の理論体系は，この歴史的必然、性の内的叙述以

外のなにものでもないJ11)ことになり，ここに宇野教授におけるごとき「原

理論Jと「段贈論」の分離は完全に止揚され， rマノレグス主義の核心Jとさ

れる「理論と盤史Jの「統一」は完全に保証されることになるというのであ

るO

しかし宇野教授にあっても「体系的原理が正しいからといっても，それで、

資本主義が永久的存在を認められることにはならないJし， rまたそういう

原理は，隆史を離れたまったくの空なるものであるかというと，決してそう

ではないJことは明らかなのであって， r原理論Jにおいても「資本主義の

発展の過程，いなむしろ商品経済自身の発展の過程が，その体系的展開に反

映されるという形で確保さわしているJ12)のであった。つまり「原理論」の

「論理的展開は，同時にまた歴史的なーーといっても決して具体的な歴史的

発展過程そのものではなく，商品経済的面における発展の怒史的な一一展開

を反映するJ13)ことになるのである。

ただ宇野教授にあっては，ここでも注意深くくりかえされているように，

商品・貨幣・資本としヴ流通形態の発展ーは，隆史的発展を「反映Jするにし

ても，けっして「具体的な歴史的発展過程そのものJではなくて，たんにそ

の「商品経済的側面における発展Jを「反映Jするにすぎないのである。こ

のような「商品経済自身の発展」乃至「溺品経済的側面における発展Jにの
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み，流通形態の理論的展開との対rc:;を求めるという主張は，教授における理

論と歴史との特殊な対志関係の把握をしめしているのであって，このような

方法的視角は，いうまでもなく， r資本家的社会の先行諸段階では潟業が産

業を支配しJ14)， この「商業が当面する生産組織一ーその形態のあらゆる相

違にもかかわらず主として使用髄{査をめざすような生産組織ーーにたL、しァ

いたるところで多かれ少なかれ分解約な影響を及ぼJ15)し，このような「商

品市場の分極作用とともに，資本家的生産の基本条件が与えられJ1めること

になるのであるが，しかし「この分解過程がどんな結果を生ずるか，すなわ

ち，どんな新たな生産様式が!日生産様式の代りに現われるかは，商業にでは

なく， I日生産様式そのものの性格に依存するJ17)という，資本家的生産様式

の液史的発生過程にかんする現実的認識に根拠をもっているのである。

資本家的生産様式の発生は，出生産様式を分解しつつ拡大深化する商品経

済，したがって世界議業の発展過程を不可欠の詰混としながら，しかもこの

世界商業がし、かなる時期にし、かなる地域において， I日社会内で域養された生

産力を自記の内部に包摂し，資本家的生産様式として自立した位界史的過程

を開始するにいたるかは，世界商業それ自身の発畏とは車接かかわりない特

定の地域と時点における!日生産様式内部の生産力の発展度に依存するという

『資本論Jにおける資本主義成立の歴史過程の基本認識を基礎とするかぎ

り，たんなる商品流通の論理的展開が，それ自体資本主義発生の世界史的過

程安理論的に「反映」したものとなすことはできないであろう。すなわち純

粋な流通形態の論理的援開は，資本主義の具体的な歴史的発生過程と分離し

て，たんにその商品経済的発展の側面の反映としてしか行なわれえないゆえ

んである O

資本主義の成立過程が，かくて一方における世界商業，世界市場の発展

と，他方における，かかる商品経済の発展に媒介されつつも特定の地域にお

いて一定の発展度に達した!日社会の生産力という，二つの異質な社会関係の

相互作用のうちに進行する以外にないとすれば，この過程を唯物史観にいわ

ゆる と生産関係の矛清」のシェーマをによって、単一の論理体系の
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内部に解惜してしまうことができないのはすでに明らかであろう O

それゆえ「論理と燦史Jの「統一Jを「マルクス主義の核心」と考える正

統派にとっては，宇野教授の「涼理論」と「段階論jの分離の主張の根拠を

なすかかる醸史過程の現実的展開こそ， rマルクス主義」に jりする不運な挑

戦であり，なんらかの観念的思考操作をとおして単一の矛盾の過程に解消さ

るべきものとしてあらわれたのである O つまりかれらにとっては，このよう

な世界商業の発展過程と， 1日社会の生産関係のうちに培養された生産力とい

う，呉賀な社会関係の相互作用は，なんとしても単一な生産力と生産関係の

矛盾の構造のうちに翻訳され，解消されねばならなL、。したがってこの特殊

な歴史的過程を，あえて「生産力と生産関係の矛題j のシェーマのうちに押

しこめようとすれば，商品経済の発展過程を，ただちに16社会で培養された

生産力と生産関係の対抗関係のうちに解消して， 1日社会の分解過程がそのま

ま資本家的生産関係の成立過程であり，しかもそれが現実的には蕗品経済の

発展としてあらわれると L寸単純な論理構造に還元しなければならなかっ

た。いわゆる「社会的再生産Jの視角なるものは， A'スミス以来のフうレジ

ョア・イデオロギ-~媒介として，小i蕊品生産社会の自己分解のうちに資本

家的生産様式の発生の歴史的過程をおしこめることによって，荷品経済の発

震をたんなる「社会的生産力」の発展の「反映」に解消せしめた典型的な関

であるO

かくて宇野教授のような，したがってまた『資本論』におけるごとき生産

力と生産関係の対抗によって規定される基本的な歴史過程に対する商品経済

の特殊な関連の仕方の把握ゐを定し，それゆえ，かかる歴史的展開の把撰に

もとづいて資本家的生産様式の究明を「原理論Jと「段階論Jとの二つの呉

った理論的領域において遂行することに反対し，いわゆる「小商品生産社

会」を想定することによって基本的墜史過程を最初から言語品生産によって規

し，生産力と生産関係の対抗のうちに潟品経済の矛屈の展開を溶解せしめ

たのが，いわゆる「社会的再生産」の視角であるとすれば，これとまったく

逆に，商品経済の発展のうちにこの基本的な麗史過程における生産力と生産



流通形態論の主主本構造 降旗 31 

関係との対抗関係を完全に解消せしめ，もって罷史的発展過裡をただちに商

品経済の発展と直結4きしめることによって，宇野教授の「原理論j と「段障

論」の二元性，その「理論と歴史」の「分離J，r観念的J r顛{関J性を衝く

のが，岩田氏による「流通濠透視角」にもとづく批判の基本性格をなすので

ある O

すなわちこの「流通惨透視角」にあっては，一方で資本家的生産様式の発

生過程は「商品経済とヨーロッパの旧社会関保との相互作用の過程としての

み存在するのであって，これが労働力の商品化をとおして資本主義的生産の

形成に結果するかし、なかは，宇野教授の強調されているように，中世ヨーロ

ッパの麗史的過程をとおして発展させられてきた生産力の歴史的性格にかか

っているJ18)ことを認めながら，しかしただちに「とはいえ，このことは，

この世界市場によるヨ{口ッパ諸国の!日社会関係の分解過程が同時に商品経

済それ自体の内的な自己発展の過程としてあらわれることをけっして排除す

るものではない」として，この「商品経済とヨーロッパの!日社会関係との椙

J互作沼の過程j が， r商品経済それ自体の内的な自己発展の過程」へ吸収さ

れ，一元住されて，単一の歴史的過程としてあらわれる点を強調するのであ

るO

このような康史過程における二元的相互作用過程の，一元的な「自己発展

の過程」への転換は， r社会的再生産の規角Jとは逆に，この「流通告参透視

角jにおいては商品経済の康史的過程に対する次のような特殊な関係の仕方

にもとめられている。すなわち「荷品経済は，いかなる要閣をもその価値と

使用価値との対立関係のうちにとりこみうる関係に主うるのであって，商品経

済の拡大深化の過程は，その根本的動因がどこからくるものであれ，つねに

儲値と使用価綴との対立関係による商品経済自体の自立的な拡大深化の過程

というかたちをとるのであjって，このような「商品経済jの特殊性は，い

ま問題とされる資本家的生産様式の発生過程においては， r封建的生産関係

の限界をこえて発践した生産力は，たんにそのまま直接に封建的生産関係に

対立するのではなく，生産物の商品化をとおして一般に窃品形態をとって封
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建的生産関係に対立するという関係」において具体的にあらわれるというの

である。かくて，もしもこのような商品経済の，封建的生産関部と生産力と

の対立に対する特殊な関係の仕方を認めるとするならば「封建的生産関係を

こえて発展する生産力が商品形態をとるということこそ，封建社会の解体に

もとづく資本主義的生産関係の成立過程に， 18来の歴史的過程に外部的にと

ってかわるあらたな世界市場的過程を開始するものたる性格をあたえるので

あって， 16世紀に成立する世界市場によるヨー口ッパ諸問の!日社会関係の外

的分解過程なるものは，ヨーロッパの旧封建的生産関係の限界をこえて発展

した生産力による前者の崩壊過程以外のなにものでもなL、。世界市場的過程

は， 1日社会関係とあらたな生産力との対立関係を，商品経済自体の内的対立

関係一一価値と使用価値との対立関係一ーに転化し，集約しつつ，それ自身

に拡大深化し，その内部に生産基軸として資本主義的生産を形成する自立的

過程としてあらわれるJ19)ことになるというのである O こうして岩田氏によ

れば「蕗品経済とヨ{戸ッパの!日社会関係との相互作用の過程としてのみ存

在する」いわば複合的な歴史的発展過程は，ただちに的な「世界市場に

よるヨーロッバ諸国の!日社会関係の分解過程」と等置され，しかもこの過謹

は「商品経済自体の内的対立関保一一一価値と寵用価値との対立関係」に「転

イ七jされることによって，ここに完全な資本主義発生過程の一元的認識の基

礎があたえられることになるのである O

なるほど「中段ヨーロッパの歴史的過程をとおして発展させられてきた生

産力Jがその生産関係に対してもつ対立関係を霞接その封建的生産関係に対

してではなく，ひとまず荷品経済へと「疎外」せしめられることによって，

高品経済と封建的生産関係との対立に転化し，さらにこの対立は現実には，

高品経済内における価績と使用価鰻との対立としてあらわれる以外にないと

すれば，事態はきわめて簡単で、あろう O しかし周知のように商品経済の発展

は，古代，中世，あるいは近世においても，およそその生産関係に対して生

産力の一定以上の発肢のあるところではどこでも，その剰余生産物を基盤と

してとらえることによって成立し，展開するのであって，本来臨品形態が共
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同体と共同体との「あいだ」に始るという基本性格が端的にしめすように，

もともと商品形態そのものは，一定の質的規定性をもっ社会関係とは無関係

に発生しうる，それ自体では歴史的規定性を欠落した単純な量的関係にすぎ

ないのである。もっともこの量的関係は「商品形態JとL寸質的規定性を媒

介としていることはいうまでもないが，この質的規定性は直接には歴史的規

定性をにないえない。商品経済が 5，000年以上の歴史を有するという，エン

ゲルスの指摘もこのことに根拠をもつのであって，この商品経済「の発展

は，時と処とを呉にして，その生産的基礎にいわば質的に規定せられること

なく，何よりも量的に条件づけられることによって繰り返して現われる点

で，生産力と生産関係との対立によって規定せられる基本的な麗史過程に対

しては，これに付臨した，したがってまたこれを抽象的に反映したものに過

ぎないことを示J2めしているのである。

商品・貨幣・資本と L、う流通形態(もちろんここで資本というときは直接

には産業資本をふくんで、いない。商人資本乃至金貸資本の産業資本への発展

は，それまでの商品・貨幣・資本の発展とちがってたんなる流通形態の発展

としては処理しえない歴史的関係を内包しているからである。)が， このよ

うに基本的歴史過程に「質的Jに規制されることなく， t量的」に条件づけ

られるにすぎないために，近世初頭における世界商業の発展も，諸封建社会

の胎内ではぐくまれた諸生産力を基盤として，その生みだす剰余生産物を流

通的に媒介するという役割をはたしえたので、あるO つまり，このような近世

初頭の世界商業の発展を「ヨ{ロッパ諸国の!日封建的生産関係とこれをこえ

て発践した生産力との歴史的な対立」乃至「ヨーロッパの18封建的生産関係

の眼界をこえて発展した生産力JとLて一括された歴史的過程の「対抗関、

係」の「疎外Jとして把握することが，本来不可能なのである。 t土地所有

と農業とが経済的構造の基礎をなすJ21)封建社会一一あるいは一般に資本家

的生産に先行する諸社会形態一ーにおいては，生産関係はまずその限定され

た生産力のゆえに「労働の自然的条件の領有Jすなわち「土地の領有Jによ

って本質的に媒介されており，したがってその社会は，必ず基本的に地域的
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封鎖的な直接的支配関係にもとづく社会形態をとらざるをえないから，かか

る歴史的段踏においては，およそ「ヨーロッパの!日封建的生産関係j として

総括しうるような一般的生産関係は実諜には存在しえなかったのである O つ

まり「ヨーロッパの!日封建的生産関係」といっても，それは現実にはイギリ

ス，フランス，ドイツ，あるいはスペイソ，ポルトガル，オランダ等のその

地域に応じて異った生産力と生産関係によって規定された独立の諸「封建

的」社会の集合をなし，これらの各「封建的生産関係jに応ずる諸「生産

力Jのもたらす剰余生産物によって「量的に条件づけられjた世界商業が，

それらの諸「生産関係Jとは区別された質的規定性をもって，外部からそれ

らを結合しているにすぎないのである。これはすでに成立した資本主義世界

を前提とするばあい，かかる資本主義世界は実際には各国別による特殊な生

産力と生産関部とによって規定された近代国家の併立として存在する以外に

はないとしても，しかもこのぼあいには現実的運動機構としてはイギリス産

業資本を中核とした世界資本主義の一環としての位置をあたえられることに

よって，真の統一的な世界史的過程を展開するものとなっているのとは，ま

ったく質的に異った歴史構造をもつものといわねぽならない。

r16世紀において資本の近代的生活史を開始するJr世界商業および世界

市場」は，たしかに「そのもとで資本が成立する歴史的諮提をなすJ22)ので

あるが，この「世界商業およびi玄界市場Jそのものは，各封建拘生漆関係に

おける剰余生産物を基盤として成立しながら，しかも在接にはこれと切断さ

れたたんなる商品経済の拡大過謹として存在するだけであって，その論理構

造自体において，たとえば中世や古代におげる商品経済と質的に異った規定

性を持ちうるものではなし、。商品経済はその成立の前提として，たんなる

「私的所有関係Jを要求するだけであって， rかれらがし、かにして商品の所

有者となったかj という「商品の生産過程，したがってまた弱品の本源的取

得過程jは， r単純な流通の背後でおこっており，それが始まるまでに消失

している一過程」にすぎないというマルクスの指摘は，まさにこの点に由来

しているのであって，それゆえまたこのようにそれ自体直接的には歴史的規
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定性を欠く商品経済の発展による 18生産関係の解体過程がその結果として，

「どんな新たな生皮様式jを導入することになるかは「蕗業にではなく， 1日

生産様式そのものの性格に依存するJ23)ことにならざるをえないのである。

ヨーロツパ封建社会の剰余生産物を基盤として成立し，その拡大過程におい

てこれら封建社会を分解した「世界商業および世界市場」の発震が，その当

面する諸封建社会の性格によってそれぞれ異った結果をよびおこし，スペイ

γ，オランダ，フランス等ではなく，まさにイギリスにおいてのみ「典型

的」な資本家的生産様式を成立せしめたというのは，このような「役界商業

および世界市場jそれ自体における歴史的規定性の欠落をものがたってい

る。もっともこのような「世界商業および世界市場」の性格と，資本主義成

立の歴史的規定性をあたえる「出生産様式そのものの性格」を強調するあま

り「世界商業および世界市場Jの媒介を無視して， r局地的市場閤」の発麗

による資本主義の成立をとくにいたるとすれば，これはまた逆の方向におい

て「史実の歪曲を史実として主張Jするものへ転落することになるであろ

う。しかしこれについてはすで、にふれた。

要は，商品経済が rl日来の生産関係とこれを超えて発展した生産力との対

立関係jを基礎として発生しながら，しかも「質的」にはこれに規定され

ず，たんに「量的Jに条件づけられることによって，その展開のうちに「旧

来の生産関係Jを分解せしめることになるのであるが，このような本来歴史

的な「質的J規定性をもたない商品緩済は，それ自体の自立的発展のうちに

新たな生産関係を培養ぜしめる構成力はもちえないのであって，商品経済の

発展がそれ自体生産過程を自己の内部に包摂することによって，新たな生産

関係官ど形成する過程としてあらわれるとすれば，それは実は16世紀以後のイ

ングランドという特定の「時と処jを蔀提とした一定の生産力を媒介とする

ことによってのみはじめてあたえられる具体的な康史過程を，商品経済の発

展として表象しているにすぎないということが理解されれば，ここでは充分

である。つまりこのような蕗品経済による旧生皮関係の分解過程と，その結

果としてもたらされる新しい生産関係の形成とが， r商品経済それ自体の自
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立的な発展転化の過程j として把握されるとすれば，かかる把壌はすでに商

品経済の発展とその分解作用をうける 118生産様式の堅固さと内的編成Jと

の「相互作用Jを，商品経済自体の「自立的発展」のうちに投入して理解し

ていることを意味するにすぎない。

このような誤解の発生する余地を充分に認めながら，しかもマルクスはこ

の点を次のように解明している o 11日来の生産様式と，労働の客観的諸条件

に対する労働者の関係の出来の様式とが解体する時代は，もちろん同時にま

た，貨幣財産が，一方で、はすでに一定の範罷まで発展をとげており，他方で

はその解体を促す同じ事情によって急速に増大し，また拡大する時代でもあ

るO その解体が貨幣財産を資本に転化させる条件であるように，貨幣財産自

身は同時にこの作用問の一つでもある O しかしたんに貨幣財産があるという

ことだけでは，また貨幣財産の方が一種の擾{立をしめるということでさえ，

資本への以上のような解体がおこるにはけっして充分ではない。もしそうで

なければ古代のローマ，ピザンチン等は，自由な労働と資本とをもってその

歴史をおえたか，でなければむしろ新しい歴史を始めていたことであろう。

そこでもまた古代の所有関係の解体は，貨幣財産一一商業等の発展と結びつ

いていた。しかしこの解体は，事実上は，工業へすすむかわりに，農村の都

市に対する支配という結果にみちびいた。勺 24)すなわち商品経済の発展は，

一般に!日生産様式を分解せしめるとしても，その分解過程が，直接生産者生

産手段からの分離をもならすかどうかは一定の「時と処」によって条件づけ

られた特殊な「摩史的過程」としてしか進行しえない。さらにこのような一

定の歴史的条件を前提とすれば， 1貨幣自身がこの歴史を遂行するというの

は，それ自体最高に精力的な分離手段としてこの過程にはいってゆき，はぎ

とられて無一物となった自由な労働者の創出を肪長するかぎりにおいてであ

るJ2めといわねばならないが，しかも「貨幣財産はある程度は労働能力ある

個人の労働力からこれらの条件を剥奪するのを助長したが，ある程度は貨幣

財産なしにこの分離過程が進行したJ2めというのである O

かくて「世界商業および世界市場Jとしての務品経済の発展が，資本主義
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成立の必然的条件であるとしても，この「世界商業および世界市場」の自立

的発展が同時に!日射建社会の分解の結果としての資本主義の形成過程を論理

的にたどるものではありえないことはもはや自明であろう。前者の内包する

論理的展開は，それ自体としてはたとえ 15・6世紀のヨーロッパのそれをと

ったとしても，いかなる社会関係を基礎としても副次的に成立しうる商品経

済一般の論理以上のものをしめすことは不可能で・あって， このような論理

は，ゲマインシャフトを基擦とする基本的歴史過程に対して異質なゲ、ゼルシ

ャフト的展開として対立することによって，その成立の根拠である旧社会関

係を分解ぜしめるという運動以上のものを展開することはできなし、。それゆ

えにこの分解過程をたんに分解過程としてのみでなく，新たな生産関係の，

したがって，新たな社会形態の生成過程としてとらえようとすれば，必然的

に旧社会関係の内部に形成された生産力と生産関係の対立が，この分解過程

によってし、かに変質し，商品経済の浸透によって如何に媒介されつつあるか

を，具体的な「時と処」によりつつ究明する以外にないのであるO 資本主義

の生成過程を，いわゆる単純高品生産社会の自己分解の過程のうちに解消す

ることができないのはもちろん，逆に商品経済一般の発展の論理においても

完全に処理することができないゆえんである O ということは，商品経済の内

部への生産過程の包摂を媒介とする資本家的生産様式の確立を前提として，

資本主義的経済構造の一般的究明を行う『資本論』体系においては，この生

産様式の旧生産様式からの発生過程そのものは，街品経済の理論的展開とし

ては規定できないことをしめしているのであり，したがってこの「全過程の

基礎をなすJ 1農村生産者・農民からの土地収奪J 1の歴史は国が異なれば

異なる色彰をおび，またJI頂序を異にし，盤史的時代を異にする相異なる諸段

階を通過するJ27)ものとし，各国毎にそれぞれ呉った麗史的条件を前提とし

T，個別的に究明する以外にはありえない過程であることをしめしている O

かくして商品経済の発展は，その基盤において I1日来の生産関係とこれを

超えて発展した生産力との対立関係」を前提としながら，しかもそれ自体に

おいては，この「対立関係Jと質的に分離して進行するものであり，商品経
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済の内的対立とその展開は，基本的歴史過程に対して作用することによって

!日社会関係を分解にみちびくとしても，そこから結果する新たな生産様式は

「時と処」に応じて相異なる基本的歴史過程に規定されて，さまざまに異な

った形態をしめすことになるとすれば， 1対象に対する理論の関係Jは，す

でに成立した資本主義の一般的究明としての f資本論』体系におけるそれと

は，まったく異った様相をしめすことにならざるをえないことももはや自明

であろう O

商品・貨幣・資本の形態的展開は，生成した資本主義社会の表面を形成す

る商品世界の諸関連を究明することによって，その背後においてこの形態的

展開を支えている資本家的生産関係の分析にみちびくことになるのであり，

この商品世界の理論的展開過程は，同時に「世界商業と世界市場」が旧来の諸

生産関係を分解しつつ資本主義社会を形成する，商品経済的動力の発展構造

を明らかにするものではあるが，この分解過程ををとおしていかに旧来の生

産関係の内部から産接的生産者が無産労働者として析出され，さらに労働力

の商品化をとおして新たな生産関係の基盤として措定されるにいたるかは，

商品経済自体の展開としては解明しえないのであり，したがって資本家的生

産様式の理論的究明は，その対象とする資本主義自身のかかる壁史的性格に

規定されて，すでに生成した資本家的生産様式を前提としたその内的関連の

体系的究明と，かかる生産様式が!日米の生産様式から「時と処」に応じて

「異なる急彩をおび，また)1原序を異にし歴史的時代を異にする相異なる諸段

階を通過j しつつ発生する具体的過程の史的分析との二つの呉った理論的考

察段階に分離されざるをえないのは必然、的であろう O ここでも対象の歴史的

性格が，その理論的考察の方法自体を規定しているのであるo IT"資本論』体

系の基本的視角が，かかる方法に支えられた「資本Jの一般理論の純粋な設

定であるとすれば，宇野教授の「原理論Jと「段階論」との分離の主張は，

帝国主義段階という新たな歴史的発展段階を前提とした『資本論』の方法の

再確認とその適用以外の何ものでもなかったので、ある O

しかしいわゆる「流通浸透視角jなるものは，この資本主義の発生過程を
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Tこんなる商品経済の自己発展の過程に解消したのと対応して，成立した資本

主義的生産様式を対象としても，この生産様式それ自体による「確立」を否

し， tこんなる商品経済の発展通;程のうちに解消しきるのであった。

「産業資本段階の先進的資本主義国イギリスにおいて全社会の資本主義化

の傾向があったとされ，これを根拠にして，資本主義的生産と非資本主義的

生産との裕互作用を不純な要簡として捨象し資本主義的経済過程だけから

なる純粋の資本主義社会を想定するという方法をとっていられるJ宇野教授

に対し，岩田氏はまた「当時のイギリスにあっても，本来の資本主義的産業

部門は，せいぜい数十万の労働者人口を包摂する綿工業を中心にした一部の

産業部門にすぎなかったJし r他の多くの産業部門は多かれ少なかれ資本

主義的に経営されていたとはいえ，それ自身のうちに，独立の資本主義的生

産部門としての第一前提をなす『資本のもとへの労機の笑質的包摂』の基礎

をもた」なかったという事実認識から出発して rイギリスにおける全社会

的生産の資本主義化の傾向なるもの」を「イギリスの全産業部門を綿工業と

間質的な資本主義的生産部門として形成するという点Jを根拠として把握す

る方法を否定し， rそれらを，綿工業を中心とする本来の資本主義的産業部

門を基軸とし，これによって特殊的に規定され，位置づけられたものとし

て，その周辺に編成するという点J2めにおいて，具体的に把握すべきだと主

張するのである O

つまり「資本主義的生産の純粋性と自立性は，商品経済による非商品経済

の外的な分解作用をその一般的な基礎および生存基盤としているということ

にほかならない」とするのであって，しかもこの「分解作用は，一般には，

非資本主義的生産を商品経済をとおして本来の資本主義的産業部門の週辺に

特殊的に編成するという点にあるのであって，それらをこれと間質な資本主

義的産業部門として形成するということにあるのではないJ2めというのであ

るO

宇野教授にあっては，そしてここでもまた教授は『資本論』のいわゆる

「理論上では，資本家的生産の諸法射が純粋に展開するものと前提される O
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現実においてはつねに近似が存在するだけであるが，しかしこの近似は資本

家的生産様式が発展すればなるほどー-…ますます大きくなる」という方法を

忠実に騒襲されつつ r産業革命以後のイギリス資本主義の発展が，いわば

自力で!日来の生産関係を解消し，漸次に純粋な資本主義社会に近似する傾向

を示しているということJをもって r商品経済が資本主義として自ら行う

抽象，純化の過穣J30)としてとらえ，かかる対象自体の「純化jをもって，

原理論体系完成の現実的根拠としておられることは周知のとおりである。

しかし教授においてはまた， 下自由主義時代は!日来の重商主義的諸政策を

改麗しつつあった時期で，原理の想定するような自由競争がそのままに行わ

れているものではなJく， rもちろん外国貿易にしても重商主義時代とは歴

史的意義を異にしてはいるが，しかしそれにしてもそれは原理的に規定しう

るものではなJく r国内産業にしても多分に旧来の方法による生産関係を

残しているjのは当然であって， r原理的規定をそのままにこの産業資本の

時代に想定することはその歴史的発展の意義を無視するもの」であること，

要するに「純粋の資本主義社会に想定される抽象的規定を，この事実の発展

観向にのっとって把揮しなければならないのであるが，この傾向がけっして

窮極のものではない」ことを確認することが，その方法の基本的特徴をなし

ており，このような歴史過程の認識こそが教授において「原理を体系的に確

立せしめるものではあるが，段階論的に解明される諸現象を直ちに解明しえ

ないものとして体系化する J31)という，資本主義を対象とした原理論の純粋

な体系的完結と，それと分離した段措論的究明の践開の必然性の根拠をなす

ものであった。

しかし岩田氏は宇野教授のかかる原理論の完成と段階論の分離の主張の根

拠をなす，産業資本段階におけるイギリスの「全社会の資本主義化の傾向」

を歴史的事実として否定し，資本主義の支配性をたんなる「高品経済による

非商品経済の外的分解作用J一般に解消することによって，本来部分的生産

を支配するにすぎない資本家的生産が「他の社会的生産に対する外的関係を

それ自身の内的関係に内語化J3めするという点にその「自立性と純粋性jの
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確保の根拠をもとめるのであって， 1"現実的には特定の産業部門からなる部

分的な社会的生産にすぎず，したがってもちろん，それ自身の生産過程だけ

によって価値および乗余値舘を内部的に決定しうるものではないJ 1"資本主

義的生産」は，それをとりまく一切の非資本主義的生産の諸事情を1"まず

高品形態をとおして自己の一般的な生存基盤をなす世界市場の価格関係のう

ちに溶解し，ついでこれを，そのおなじ商品形態による労働力商品化の関係

をとおしてそれ自身の内部的な生産力と生産関係との対立関係に転化する」

ことによって「あたかも社会の金生産をその内部に包摂し，それ自身の生産

過程によって価鰻および剰余儲債を内部的に決定しているかのような自立的

な運動形態を獲得する現実機構J33)を形成するというのであるO

宇野教授一一ーしたがってまた『資本論J一一ーにあっては，資本家的生産様

式の支配は，基本的には「その発展が漸次に純粋の資本主義社会近似してく

るという歴史的傾向J3めを現実にもっていたという点にもとめられていたと

いうことはいうまでもなし、。そしてこのような「傾向jを， 19世紀中葉のイ

ギザス社会における生産関係の現実的発展過程として規定することは，史実

的にもまた決して否定することはできないであろう。

ただ，一面では「イギリスにおける近代的大工業の発展は，実諜上は綿工

業を中心とし，また世界市場を基礎としたものであって，全産業が一様に資

本主義化し，完全に自立的な資本主義社会を完成したというわけではな

もづ 35)し，また他国では，このような「資本主義の発援の具体的過程は，こ

の理論的に想定される純粋の資本主義社会を実現しえないで， 19殴紀末以来

新しい金融資本の段階に，イギリスでは植民地等の対外関保によって，その

他の後進諸掴では，対内的にも!日来の農業の資本主義化の停滞等によって，

資本主義の純化の過程を阻害される要因を加えてきたJ36)ことも事実であっ

7こ。

しかしこのように19役紀中葉の綿工業を中核とするイギリスの産業構造の

内部にあってさえ，多数の非資本家的生産部門を残さざるをえず，またつい

にそれらを完全な資本家的生産様式へと変革しつくすことなく，いわゆる金
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融資本段階へと全機構的に変質してゆかざるをえなかったという歴史的事実

と，この19世紀中葉のイギリスにおいては少なくともたんに縮工業にとどま

らず，それを中核としてあらゆる生産部門一一一農業部門家でーーを資本主義

的生産様式へと現実に変革してゆく r{ii向Jをもっていたという歴史的発展

過程とは，決して相互に両立しえない背反する歴史的現実ではないという点

は強調しておかねばならない。

f総じて，独自的・資本家的な生産様式は，それが一生産部門全体セ征服

するや否や，ましてすべての決定的な生産部門を征服するや否や，相対的剰

余儲{直のためのたんなる手段ではなくなる。それはいまや生産過程の一般的

な・社会的に支配的な形態となるJ37) のであるが~資本論』の京理的展開

に対して歴史的素材を提供する19佐紀中葉のイギリスにあっては，この「一

生産部門j乃至「決定的な生産諸部門Jは，現実には綿織物，綿紡績をや挟

とする周辺の全関連産業部門をさしていた。

「機械紡績業は機械織物業を必要ならしめ，この両者はともに漂白業，捺

染業および染色業における機械的・化学的革命を必要ならしめJ r他方では

綿紡績業における革命は，綿繊維を綿突から分離するための綿繰機の発明言ど

生ぜしめJ，このようにして綿工業部門を中心にして波及してゆく「工業お

よび農業上の生産様式における卒命は，殊にまた社会的生産過程の一般的諸

条件すなわち交通手段および運輸手段の革命を必要ならしめJ，この「交通

業および運輸業は，河蒸汽船・鉄道・大洋汽船および電信の体系によって，

だんだんと大工業の生産様式に適合さぜられたJのである o rところがし、ま

や鍛治され，鍛接され，切断され，穿孔され，造形されねばならなかった怖

ろしく大量の鉄は，またマニュファクチュア的な機械製作によっては作れな

かった臣魔的機械を必要としJ， rかくて大工業は，その特徴的生産手段た

る機械そのものを征服し，そして機械によって機械を生産せねばならずJ，

「そこではじめて大工業はその適当な技術的基盤を創造し，自分自身の足で

たったJのである。

このような綿工業を中核とする資本家的生産様式の展開と確立の過程を総
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括して，マルクスは「ー産業部面における生産様式の変革は他の産業部面に

おける生産様式の変革を条件づけるjめといったのである O

したがって重要なのは，このような綿工業を中核とする資本家的生産様式

の支配する生産部面の，その他の多かれ少なかれ商人資本的乃至小生産者的

生産の支配する部商に対する単純な量的比率一一一生産物量，労働者数等の比

率ではない。むしろ重要なのは，歴史的過程とともに展開するこのような綿

工業を中心とした資本家的生産様式の発展速度で‘あり，他の生産様式を分解

せしめ，その資本家的生産様式への強行転化をみちびく進行力である O

そしてこの点にかんするかぎり，綿工業部門が機械制大工業として確立す

るや否や，それをめぐるあらゆる産業部門は，その作業過程の特殊性にもと

づいて速度の大小の差はあれ，し、ずれも機械化と資本家的経営化にまきこま

れ，現実に資本家的生産様式へと変革されれていったのであった。

このような資本家的生産様式の確立にともなって，マニュファクチュアあ

るいは家内工業として残存する多かれ少なかれ機誠制大工業へ転化しにくい

部門も，マルクスのいわゆる「近代的マニュブァクチュアJ39)乃至「近代的

家内労働J40)として，その「性格」を「変fヒJ41)せしめられるのであるが，

このような「近代的マニュフグァチュアJ乃歪「近代的家内労働」の存立の

基盤をなす「婦人および未成熟者の労働力の単なる濫用や，あらゆる標準的

な労働条件および生活条件の単なる盗奪や，過度労働および夜間労働の単な

る非道ゃによる労働力の低廉化は，そしてそれと共に，この基礎にもとづく

商品の低廉化および資本家的搾取一般もまた，ついにはもはやふみこえられ

ない特定の自然的制狼に衝突しJ，rついにこの点に達するや否や一一一これに

は長い間かかるのだが一一機械を採用して，分散した家内労働を(またはマ

ニュファクチュアをも)いまや急速に工場経営に転化すべき最後の時が鳴

る」幼ことになるのであるO

マルクスはこの「近代的マニュブァクチュアJ乃至「近代的家内労働uの

「大工業への移行」の「すばらし実慨Jを r瓶装品J生産部門における

「ミシンjの登場によって説明している O もちろんこのようないわゆる中小



44 経済学研究第 13巻第2号

企業の代表をなす「服装品j生産部門(これは1861年の調査ではイングラン

ド及びウュールズの労働可能人口 800万人のうち， 102万 4千人をしめ，農

耕および牧蓄に吸収されている人口とほぼ同数であり・金属，機機をのぞく

機械制大工業部門のそれを 5割程産上まわる数である。)が，作業過程の機械

化に媒介されてその「社会的経営様式Jを変革してゆく過程は r過渡諸形

態の錯雑した混沌のうちで行われるJ43)のであって，決して単純な直線的拡

大過程をしめすものではないが，それにしても「その飽のたいていの事業に

おけると同様に『服装品』の握大な生産諸部面も，マニュブァクチュア，手

工業，および家内労働の工場経営への変革が行われJ41)， こうして「マニュ

ファグチュア工場はたえず工場に転化され，手工業はたえずマニュブァグチ

ュアに転化され，そして最後に手工業と家内労働との部商は驚くほど比較的

短時間に資本家的搾取のものすごい残忍行為が自由に演ぜられる苦難場に

変J45)ってゆくのは，当時におけるイギリスの基本的壁史事実として確認し

ておかねばならないであろう O

綿工業部門を中心とする作業過程の機械化にもとづく「社会的経営様式の

変1jtJは，かくて中核的産業部門を基軸として，その展開範盟を拡大しつ

つ，あらゆる産業部門をまきこんでゆくのであって，作業過程の機械化しに

くい部商(マルクスはこれを「化学的および物理学的な過程がある役割を演

ずるJ46)ばあいとして，機械的作業過程がはじめから支配しやすい部門と区

別しているo )までも，結局はこの歴史的必然性によって費徹される強行転

化過程にまきこまれざるをえないばかりか，最終的には別の箇からまた資本

家的経営様式の浸透しにくい農業部面までも支配することによって r農業

とマニュブァグチュアとの幼稚，未発達な姿態に絡みついていた両産業の本

源的な家族紐帯も，資本家的生産様式によって完全に引裂かれJ47)ることに

なり，資本家的生産様式は社会的生産過程のあらゆる部部を完全にその支配

下におく一一あるいは少なくとも，おきつつある一一人類の康史において特

殊な一段階を画する基本的生産様式として，決定的に自己を確立することに

なるのである O
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したがって「独自的・資本家的な生産様式は，それが一生産部門全体を征

服するや若や，ましてすべての決定的な生産諸部門を紅服するや否や……生

産過程の一般的な・社会的に支配的な・形態となるJというばあい，現実に

はこの「一生産部門」はたんなる任意の「一生産部門jではなく，綿工業部

門という特定の「一生産部門Jでなくてはならない。資本家的生産様式が綿

工業部門という「一生産部門」を「征躍するや否やJ，一方ではそれと関連

した周辺の産業部門(ということはたんに軽工業部門ばかりでなく，

から交通機関にいたる一切の工業部門)を r驚くほど比較的短時間にjた

んなる「近代的マニュブァグチュア」や「近代的家内労働jから「資本家的

生産様式Jへと，強行転化せしめてゆくとともに，他方では衣料生産を農村

における「家族的紐帯」から切断することによって，農業部門にまで資本家

生産様式を支配的に展開してゆく基礎をあたえることになり，このような進

展過程の結果が，まさに資本家的生産様式の「決定的な生産語部門の征服」

として綜括されることになるのである。

「当時のイギリスにあっても，本来の資本主義的産業部門は，せいぜ、い数

十万の労働者人口を包摂する綿工業を中心にした一部の産業部門にすぎなか

ったj とし寸麗史認識は，このような資本家的生産様式の現実の発展過

を，一定の時点において切断し，由定化したものであって rすべての決定

的な生産諸部門Jが実際「機械と大工業」によって変革され， rマユユブア

グチュアJ， r家内労働Jおよびその「中間諸形態jが，その「形態の地

盤Jたる「労働匂および児童労働の制限とともに沈没j してゆく過程を，そ

の「過渡諸形態の錯雑した混沌に」にめをうばわれて， r本来的工場経

へ」と「転化J47)してゆく「傾向」として把握する視点を喪失したものとい

わねばなるまい。

円、いかえればイギリスにおける全社会的生産の資本主義化の傾向なるも

のは，イギリスの全生産部門を綿工業と同質的な資本主義的生産部門として

形成するという点にあった」のであって，機械制大工業を基盤とする，

資本による「社会的経営様式jの変革は，まさにこのような現実的麗史過程
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として進行しうる任倒的な支配力をもっていたのであり，綿工業以外の

部門のマニュファクチュア的乃至家内労働的生産の基礎をなす「婦人および

未成熟考の労働力の単なる濫用や，あらゆる標準的な労働条件および生活条

件の単なる盗奪や過度労働および労働の単なる非道ゃによる労働力の低廉

化jをもってしても，ついに抵抗しえない臨界を露呈し，かくて「イギリス

の全産業部門Jを「綿工業を中心とする本来の資本主義的産業部門を基轄と

し，これによって特殊的に位置づけられたものとして，その周辺に編成す

るj紛とし、う過渡的な資本支配の様式にとって「最後の時が鳴るj にいたる

のであったO

すでにみたように，この場合「社会的経営様式の変革という，この生室長手

段変化の必然的産物は，過渡諸形態の錯雑した混沌のうちで行われJ，とく

に作業過程に機械的生産の浸透しにくい部詣においては，この過程は綿工業

部門のそれに比して「長い間かかるj困難な変革としてあらわれ，また農業

部罰においては，その生産過程の特殊性からする小規模経営の根づよい残存

(1851年にあってさえ労働者を雇用しない農業者は45%に達するとされてい

る)がみられるのであるが，これらの事情も， r機械Jの採用に根拠づけら

れた「社会的経営様式」による全産業部門の変革と支配という基本的な歴史

的進撲過程自体を否定するものではなし、。少なくとも産業資本段階における

イギヲス社会の再生産構造を問題とするかぎり，その「社会的経営様式jの

変革はさまざまな「過渡的諸形態の錯雑した混沌Jをともなうとはいえ，

同高紡綿業の嵐のような進展」仰を中核としつつ，農業部面までもふくむあ

らゆる部門において現実に進行していったという歴史的事実は， 19世紀中葉

の世界史の基本的傾向として確認しておかねばならぬであろう O

そしてまた「資本家的生産の諸々の自然、法則から生ずるところの，社会的

な敵対の発展程度の高低は，それ自身には問題ではない。問題はこれらの法

則そのものであり，頭強な必然、性をもって作用し，J1つ自己を賞識しつつあ

るこれらの諸傾向であるJというマルクスの指摘もまさにこのような意味に

おいて理解さるべきであろう O
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だが周知のように，このイギワスにおける資本主義の社会的生産様式とし

ての確立は，マルクスの想定したように後進諸闘をまったく同質の生産様式

へと変革し，全役界的士見模において完全な産業資本主義諸菌の集合体として

形成するとL、う現実的発展過程のうちに遂行されたのではなかった。この問

題がいわゆる金融資本段階への転化の過程として具体化するばあいには，き

わめて明確なかたちをとってあらわれるのであるが，すでに産業資本段階に

おいても，イギリスにおける純粋な資本家的生産様式の確立と展開の過程

すま，エンゲルスのいわゆるイギリスの工業的独占によって他の諸国を多かれ

少なかれ農業習とし，その工業製品の輸出に対して農産物を輸入することに

よって支えられていたのであり，イギリスにおける全面的な資本主義化の

「傾向Jも，突はこのような世界市場をその成立の基盤として後進閣との貿

易関係に媒介されてしか現実には存在しえなかったのである O

『資本論』でも，この新たな社会的生産様式が確立されるやいなやこの

「社会的経営様式」は「突然の飛額的な拡張能力を得るのである」が，この

「拡張能力Jは「原料と絞売市場j とL、う二つの「点でのみ制限される弾力

性 J4めとしてあらわれるとして，問題のこの側面を指摘している O

本来，資本家的生産様式が支配的生産様式として確立するというのは，綿

工業という特定の一生産部門をこの生産様式が支配し，それをとおして「工

場制度自身の技術的基礎たる機械そのものが，再び機械によって生産され」

「石炭や鉄の生産ならびに金属加工および運輪業が革命されj こうして「大

工業に照応する一般的生産諸条件が成立するJ50)くことを意味するのであり，

綿工業という「一生産部門jの資本家的生産様式による支配を，資本家的生

産様式の一般的確立のメルクマ{ノレとしてとらえるというのも，いったんこ

の綿工業をとらえた資本家的生産様式は，必然的にこれを中核として全産業

部門の変不過程を現実的に展開せざるをえなくなるという歴史的構造の認識

にもとづくものであった。

ところがこのように全産業部門を資本家的生産様式へ向質化してゆく援史

的過程も， r原料と販売市場j という二点にかんしては，世界市場を媒介と
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する後進国との貿易関係を抜きにしては存立しえなかったので、あって，具体‘

的にはイギヲス産業資本の自立的発展なるものも，この二点によって支えら

れた世界市場への依存関部から脱脚して進行しうるほどの完全な独立性を獲

得することはできなかったのである。

したがって問題は，このような点で外部との関連なしには成立しえなかっ

たイギザス資本主義を，自立的で自己完結的な生産様式として把壊すること

を可能にする理論的根拠は何かということになる O

これは宇野教授によってはじめて自覚的に解明されたように，根本的には

「資本主義社会が対外関係と間じ原理をその社会の原理としているというこ

とJ51)に求められる。すなわち「外国貿易は資本主義社会にとっては，その。

社会的関係の拡大再生産さど促進するものとして役立つにすぎないのであっ

て，玉虫論的考察にとっては別偲の要閣を加えるものではなj く， Iかくてイ

ギリスを工業国とし， fl患の諸国を多かれ少なかれ農業患とする当時の世界市

場は，実際上はイギリス自身の資本主義化を外部から助長するものとしてあ

りながら，理論的にはこれをイギヲスの如き一社会の内部に移して工業から

農業に至る全産業部門が資本主義的に経営される場合の国内市場として理解

してよいことになるJ52)のである。

そしていわゆる「流通診透視角」にもとづく宇野教授への批判は，まさに

このような教授の明らかにされた「外国貿易Jの理論的位置づけを根拠とし

て行われたので‘あり， I外国貿易についていえることは，国内の資本主義的

生産と非資本主義的生産との関係についてもいえるのであって，教授は外国

貿易についてと向様，園内関係についても，資本主義的生産と非資本主義的

生産との関係が資本主義的生産それ自体の内部関係に吸収され，内面化され

るという点に，その経済過程の純粋性と自立性の根拠を求められねばならな

かったJ5めとして，教授の原理論における「外国貿易j処理の方法を全展開e

に適用することによって，逆に教授の全体系を批判することになるのであっ

守-，、、-0

国内の資本主義的生産の非資本主義的生産に対する関係は，たんにその
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産物が商品経済によって媒介され，資本主義的生産の潟辺に「特殊的に編成

するJというにとどまらず，し、かに「過渡諸形態の錯雑した混沌jをともな

うとはいえ，少なくとも19世紀中葉のイギヲスを問題とするかぎり，農業部

面までもふくめた非資本主義的領域を資本主義的経営へと強行転化せしめる

歴史的現実過程として存複し，またかかるものとして理解しなければならぬー

ということについてはすでにふれたが，このような現実的過程も，世界市場

を基擦として貿易関係をとおしてむすばれる世界的規模における全資本主義ー

国の発展構造として具体的に進行することは事実上ありえなかった。それは

当然溺品経済的な分解作用を，イギリス以外の後進障の社会構造にもたらす

としても，各後進国がそれぞれ特有の生産関係と生産力に規定された社会構

造をもち，政治的，地理的その他諸々の非商品経済的要国による規定を媒介

として，この商品経済の世界市場的影響をうけとめざるをえない以上，イギ

リス内部における資本主義の発展とまったく間資的な展開をそれぞれの闘が

経過するということは不可能であった。

したがって，この農産物を輸入し，工業製品を輸出するという世界市場的

関連が，イギリス資本主義にとっては，たんにその内部の生産関係の拡大再

，生産力の増進を意味するにすぎず，資本主義的関係自身には何らの質

的影響をおよぼすものではないとしても，それは実はイギリス資本主義が，

閣内の非資本主義的生産領域を強力に変革し，質的に同一化してゆくという

特殊な歴史的構造を保持していることにささえられた対外関係の間質化過程

にほかならない。

それゆえこの世界市場的関係の他の後進諸罰にとってもつ意味は，イギリ

ス自身のそれとはまったく臭った性質をあたえられることになり，これらの、

国々はイギリス内部における非資本主義的生産部面と同様に，イギワスの

業資本に対立していたわけで、はない。

つまり世界市場的関係に媒介され，イギワスを中心として多かれ少なかれ

資本主義的生産様式へと変質せしめられつつある各閣の集合体を，それ自体

として，綿工業を中核とするイギリス関内の生産様式と肉質的に取扱うこと
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はできないのであり，ここでも産業資本段階に特有な各国資本主義の対抗関

係の隆史的展開過程は，資本主義の原理的な構造とは分離された，特殊な段

階論的考察を必要とすることになるのである。

一般に資本家的生産が高品経済を接介として非資本家的生産と関係し，後

者を商品経済的に分解してゆく過程をとっても，それを自己と同質な資本家

的生産様式へと根Eまから変質せしめてゆくばあいと，たんに高品経済的関連

をもつだけで，外部にある非資本家的生産の生産摸式としての変革自体はこ

の商品経済と独立した生産力と生産関係の対立との関連において進行するば

あいとは，根本的に底知しなくてはならない。もちろん後者においても，資

本家均生産それ自体にとって i土，貿~.*î系をとおしての耳主意過謹の拡大

は，たんなる分業関係の進展以外の持ものでもなく，廉価な農産物の輪入は

結局剰余価舘率の増大として結果するにすぎないが，この関係はあくまでそ

れ自体資本家的生産様式を全面的に確立しつつある資本主義国にとっての貿

易関係の位置づけであって，これと関係をむずぶ非資本家的生産にとっては

そのことによってそれ自体資本家的生産様式の内部に位寵づけられたことに

はならない。事実，ドイツにしろ，アメリカにしろ，それぞれ発展したイギ

リス資本主義の高い生産力にささえられた工業製品の輪入をとおして商品経

済による分解過程を強力に蒙りながら，それ自体の資本家的生産様式の発展

は，けっしてイギリスの経過した資本主義化の過程を単純に跡づけたのでは

なく，むしろその独自の生産力と生産関係の対抗関係に規定されて，いわゆ

る金融資本的蓄積への志向をしめしつつ，経営様式の一般的形態を株式会社

形式にもとめることになったのである O

したがって現実的にはその内部で完全な資本家的生産様式への展開の傾向

をもっイギリス資本主義を中核として，それとの役界市場的~還を媒介とし

て多かれ少なかれ商品経済的分解をうけつつ，イギワスの生産カに対抗しな

がらその独自の生産関探と生産力とに規定されて新たな生産様式を展開する

周辺の諸国を集合した全体的関連としてとらえられた世界資本主義の現実幼

連動機構は，イギリス資本主義の内部構造それ母体と同質的関係に解消され
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うるものではなく，イギジスを中心とした各国資本主義の特殊な対応関係と

して具体的な麗史的分折を必要とする過程でありながら，しかもその全発展

機構の中枢はイギリス資本主義の発展によってあたえられ，その他の諸国の

独自の生産関係と生産力とに規定されつつイギリス資本主義の発展に対応し

てしめす生産様式の変質過程は，あくまで全体的な世界史的関連の内部にお

いては副次的な要留をなすにすぎないという意味において，この段暗におけ

る歴史の主体的形成力はイギリス資本主義が代表し，イギリス資本主義の内

部機構が，産業資本段階における世界史的発展をおしすすめる基本的運動機

構としてあらわれることになるのである。世界史的発展の中揺がイギリス資

本主義の内部機構によってあたえられ，それゆえこの内部機構の分折が問時

にこの段階における世界史発展の根本的動力を解拐することになるという関

係は，資本主義の発生，確立，終結の各段階において一様にあてはまるもの

ではなく，ただこの確立期の資本主義の世界市場的関連の中においてのみ生

ずる特殊な関係である O

もっともこのような段階におけるイギジス資本主義の展開のみが，それ自

体の内部に，あらゆる国において特殊的に発展する生産力と生産関係の対抗

関係を世界市場的関連をとおして吸収し，純粋に自立的に展開し拡大する統

一的経済過程としてあらわれるということは，一般に資本主義的生産様式

が， I日来のすべての地域的，分散的な，多かれ少なかれ共同体的な基盤によ

って規制された生産様式を，世界市場的関連の中に溶解し，あらたなt世界史

的段階を画する特殊歴史的ではあるがしかし普遍的な生産様式として，人類

の階級的対立の歴史の総括をなす最終的生産様式たらざるをえないことを，

いわば京理的に明らかにするものであって，このことがまたかかるイギリス

資本主義の展開過程の内部分折をして再時に資本主義一般の原理的解明たら

しめることの根拠をなすものでもあった。

したがってここでもまたイギリス資本主義を中核として，その内部の生産

力と生産関係との対立によって規定される世界史的展開の基本的発展過程

と，このイギリス資本主義を中核とする世界市場的過程の内部に特殊的に位
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置づけられた独自の生産構造をもっ諸資本主義留の相互関係の具体的存在様

式とは，同一の歴史過程において根本的に異った構造的論理をもってあらわ

れざるをえないのである。かくて，産業資本段階における世界経済の構造

は，イギリスによって代表される資本主義化の全面的展開をもって規定しつ

くされるものではなく，むしろ，このような指導的資本主義罰を中心とした

各後進資本主義国の対応関係とその独自的発展とによって構成された具体的

な鹿史過程の分折によって究明される以外にはありえないのであり，このば

あいもまた，経済学的研究はその対象の構造によって規定されつつ，イギリ

スにおいて現実に進行する資本主義の一般的確立を根拠とした原理論的展開

と，世界経済の歴史的段階論的究明とに分離されざるをえないことになるの

である。

そしてこのような資本主義の発展の麗史的講造のいわば二部性は，産業資

本段階の金融資本段賠への転化とともに，きわめて明確な対象的構造となっ

てあらわれることになる。 r社会的経営様式Jとしての産業資本段階から金

融資本設階への転化を画する経済過程の変質の基盤をなすものは，いうまで

もなく資本主義的生産部門の中核としての綿工業が，その支配的地位を重工

業，なかんすやく鉄鋼業によってかわられた点に求められる O これはもちろ

ん，一般的に資本家的生産様式の世界史的展開をもたらした生産力の発達の

総括的成果として規定されようが，しかし資本家的生産の中核たる綿工業の

発展がその周辺の産業部門を資本家的経営へと強行転化させながら「大工

業に隈応する一般的生産条件」を成立させる過程が，それ自体で生みだした

直接的結果ではない点が重要である。というのは， 19世紀後半における重工

業の飛躍的発展は，イギリス内部における鉄道の発達よりも，むしろ後進国

における鉄道の発達によって根本的に促進されたのであり，この後進圏にお

ける鉄道の急速な普及は練鉄から鋼鉄への鉄需要の方向転換と，原料輸送の

飛臆的増大とあいまって，重工業自体の生産構造と，世界的な農産物の供給

条件とを根本的に変化せしめるにいたったからであるO これは一方では，

工業の経営組織を分散小経営的な練鉄生産から，大企業形態を必要とする鏑
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鉄炉，とくに塩基性転炉への転換を必要ならしめ，飽方においては，アメワ

カ p シアからヨ一口ッパへの農産物の洪水的輪出をよびおこし，それらは

あいまってイギリスにおける生産力の停滞と，世界資本主義の指導的地位の

喪失，その内部における産業資本的発援と対応する社会構成純化の傾向の逆

転，後進国アメザカ・ドイツの1895年から1900年にかけて顕在化するイギリ

スを凌駕しての重工業部門を中核とする生産力の飛躍的発展を根本的に条件

づけるものであった。そしてこのような世界資本主義における基本構造の根

本的変質過程は，すでに産業資本段階のそれのように世界資本主義の中心間

イギリスの内部における生産力と生産関係の対拭が同時に世界資本主義の運

動過程を根底から規定するという単純な構造をもちえなくなったことを意味

する O その植民地支配と資本輸出を背景とし，ロンドン金融市場ならび

本市場を軸点として渓関するイギヲスの金融的・商業的支配に対して，

業を中心とする独占的総織の発展によってこの段階における位界資本主義の

発展する生産力を基本的ににないつつ登場した後進国ドイツの対抗関係を基

軸として進展する，金融資本段階における世界経済の運動機構は，当然それ

自体で運動する単一の生産力と生産関係の矛盾対立の機構として処理するこ

とはできないことになる。

この「金融資本段措Jの世界経演の基本的構造を， Iイギリスの海外投資

を金融的軸点とし，ドイツ・プメリカの重工業を産業的基軸とする世界的シ

ステムとしてJ54)，すなわち「資本主義諸冨の対立にその根拠J~求め

融資本の諸相J5めとして明らかにするという方法をはじめて明らかにされた

のが，ほかならぬ宇野教授だったのだから，教授に対して「特定の一国ドイ

ツを典型として規定し，これにたいして他の諸国の特殊性を明らかにすると

いった方法がとらるべきではないJ56)という批判を下したとしてもこれはま

ったく問題にならないことは切らかであろう O 産業資本におけるような典型

的資本主義国の存在の欠如が，教授をして「金融資本の諸相Jという段階論

的考察におもむかせた根本的理由だったのである。

一方において「金融資本的蓄積様式Jを「資本市場と貨幣市場との特有な
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関連をとおして社会的貨幣資本を積j極的に利用する集中集積の運動J57)と一

般的に規定し， I産業資本段階の金融資本段階への発展転化が，資本主義的

経済過程それ自身の矛盾による，すなわち生産力の発展にともなう生産力と

生産関係との矛盾による内的必然性をなすJ5めとして，金融資本段階への転

化の必然性を抽象的な唯物史観の公式におしこみながら，他方では「とはい

え，資本主義はこのような金融資本的蓄積様式をたんにイギリス・ドイツ・

アメリカ等の諸国に，たとえば貨幣市場，資本市場，産業的蓄積の三者の関

連のしかたがそれぞれ相違するといった特殊性をのこしつつ，並列的に確立

するようなものではなかったJ5めとして，その各障における蓄積様式の特殊

性を強調する主張の中に，批判者の方法の錯乱が集約されている。金融資本

段階への資本主義的発展が，たんなる生産力と生産関係の内的矛盾の一般的

総括として行なわれたものではなかったからこそ，金融資本的蓄積の過程

は，イギリスに対するドイツの対抗関係を枢軸として間諜的な特殊な対立関

係のうちに進行せざるをえなかったのであって，中心留の生力と生産関係

の矛盾を軸として展開する自由主義段階における蓄積過患とは，根本的に異

なるのである O ところが批判者は，金融資本段踊への発展転化の過程をも，

純粋な資本主義の内部での理論的展開と同じく， I資本主義的経済過程それ

自身の矛盾Jの発展として処理しようとするのだから，金融資本的蓄積にあ

っては産業資本のばあいと異って，イギリスの発展はドイツやアメリカにそ

れと同一様式の蓄積形式をとることは許さなくするという新たな関係が生ず

る根拠を説明することが不可能になるのであるO そして後者を明らかにしよ

うとするかぎりでは，批判者も結滞，イギリスの金融的・商業的支配に対す

るドイツの産業的発展という p まさに宇野教授によってはじめて理論的に明

らかにされた「金融資本の諸相Jのタイプ的解明の方法を採用せざるをえな

くなっているのである o I真に客観的な，なんらの主観的操作をもゆるさな

い科学的体系Jというレッテルを自ら裏切るものとせざるをえないゆえんで

ある O

以上でわれわれは，資本主義の理論的解明を，その発生，確立，終結の歴
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史的展開過程を対象とする段階論的究明と，確立した資本主義の純粋な自立

的運動過程を対象とする一般的原狸論的把握とに分離し，あわせて特定の国

における一定の時点の現状分折のための前提をなすという宇野教授の経済学

の方法についてのいわゆる「三段階論Jに対する「流通渉透視角jなる観点

からする批判について，やや立入って検討してきたのであるが，これは「重

荷主義段階Jの「産業資本段階」への，あるいは「産業資本段階の金融資本

段階への発展転化が，資本主義的経済過程それ自身の矛盾による，すたわち

生産力の発展にともなう生産力と生皮関係との矛詣による内的必然、性Jによ

って実現されるとすることによって，原理論的展開の内部に歴史的発展過程

を解消し，いわゆる「理論と歴史Jとの「一致Jを確保しようとするもので

あった。そのためには，商品経済の発展がそれ自体で資本家的生産をうみだ

すものとし，また19世紀中葉のイギリスにおける資本家的生産様式の全面的

展開を否定し，資本家的生産様式の確立をたんなる一生産部門の資本主義化

とそれを中核とする蕗品関係一般の拡大関係に解消 L，さらに19世紀末には

じまるイギリス資本主義の発展の停滞と後進国の重工業を中心とする独占組

織の発達によって特徴づけられる特殊な国際的対抗関係を基軸として展開す

るいわゆる金融資本的蓄積の様相を，あくまでイギリス資本主義自身の生産

力と生産関係の対立関係の一般的総括のうちに解消して把握しなければなら

なかったので、ある。それゆえこの観点からは，産業資本段階から金融資本段

階への移行期を形成する大不況期についても，イギリス資本主義の「世界資

本主義における中心盟としての位置Jを強調するために「問題の鉄工業をと

ってみても銑鉄の生産高でアメリカとドイツがイギリスにおいついたのは，

それぞれ1890年代と1900年代であり一一一鋼鉄の生産高ではこれより若干はや

かった一一70年代と80年代前半ではまだイギリスの%から弘前後にすぎな

L づ 60)としているのであるが，金融資本の確立期ではなく，それへの移行期

をとり，しかも錦鉄生産への世界的転換期に銑鉄を指標にとるという点はし

ばらくおくとしても，問題はこの時期における生産の絶対量の比率ではな

く，生産量の増大の速度の比率こそこれから形成される新たな国際的な資本
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の対立関保の基本的指標とならざるをえないという点がまったく忘却

この銑鉄生産にしても，前段階の発展によって達成さnていることで、ある。

され維持されている生産規模の絶対量ではなく，その生産増加率を比較する

ならば， 1870年から 1884年までの間にイギリス31%増，その他の盟々 138%

また石炭生産に例をとれ増というきわめて現諜な対比がみられるのであり，

ドイツアメリカ 30→241，ば， 1870年から 1900年の間にイギリス110→225，

というこれまた明確な発展率の対照をしめしてい26→108 (単位100万トン)

るのである O

すなわち「資本主義の内的諸関連をひとつの必然的な諸関連として解明す

る経済学の理論体系」を同時に「資本主義の世界資本主義としてのこの歴史

的形成過謹を，その内的必然性において模写し叙述するものJたらしめるこ

とによって， ¥， 、し、かえれば原理論的展開の必然性の内部に段暗論的発展転化

いわゆる「論理と歴の歴史的必然性を溶解し，同一化することによって，

史Jの「一致jをもとめようとするこの見解は， r経済学の理論体系をして

真に客観的な，なんらの主観的操作もゆるさない科学的体系たらしめj ょう

として，逆にこの論理的展開の前提となる現実の資本主義の発展自体の史実

としての認識の中にすでに一定の「主観的思考作用」をはたらかせ，かくし

てえられたそれ自体によって発生，成長，欄熟する自立的な歴史的形式体と

いう「主観的」に構成された資本主義のモデルを対象として，その燈史的形

成過程と論浬的内的関連との一致をとくと L、う倒錯した方法におちこまざる

をえなかったのである O

『資』① 71Yio

f資JJ@ 865Yi。

宇野弘蔵『恐慌論JJ 13~14頁 o

r恐慌論JJ19頁。

佐藤金三郎「経済学体系における理論的展開と歴史的発展J(u経済評論JJ1962年

12月号所収)19真。

遊部久蔵「商品論解釈の疑点J

f資』③ 1092頁。

(以下単に『恐慌論』と略称する)

(u経済評論JJ1959年4月号所収)18Yi。

、l
，，、

B

，J

1

2

3

4

5

 

.(i) 

7) 
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'8) 伊東光晴，佐藤金三郎「経済学界の重志向J (11思想、Jl1957年11月号所収)114}'{o 

9) 表沼弘「宇野理論の根本問題J (11務経論集』第 1宅金，第 H号所収) 2賞。(以下

「問題Jと略称する)

10) I問題J2~3 頁。

11) I問題J3頁。

12) [j恐慌論Jl14頁0

13) [j恐慌論Jl15頁。

14) 11資』⑨ 469}'{。

15) 11資Jl⑨ 471頁。

16) 11資J③ 1094頁。

17) [j資J⑨ 471頁0

18) r問題J111頁。

19) r問題J11~12頁。

20) 宇野弘蔵『価値論の研究Jl122頁0

21) [j綱要Jl384頁。

22) [j資』② 283]望。

23) [j資』⑨ 471頁。

24) [j線婆Jl405頁。

25) [j綱要Jl406亥0

26) [j綱要Jl408頁。

27) [j資J④ 1096頁。

28) I問題J4~5]託。

29) I開題J5~6 頁。

30) 宇野弘蔵「経済学と唯物史観一一経済学方法論覚え書J(11経済評論Jl1959年4月

号所収) 8頁。(以下「覚え議Jと略称する)

31) 「覚え望書J10頁。

32) 「問題J7頁。

33) 「問題J8賞。

34) 「覚え書J8頁。

35) 宇野弘蔵編『経済学，上Jl95頁。

36) 「覚え苦言J9]言。

37) 『資』③ 806頁。

38) 『資』③ 627~ 8頁。

39) 『資J③ 741頁。

40) 『資J③ 745賞。

.41) 『資J③ 739頁σ
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42) 『資』③ 751~2 頁。

43) 『資』③ 755真。

44) f資JJ③ 757頁。

45) F資』③ 780頁。

46) 『資』⑨ 7591'i:。

47) 『資』③ 756]託。

48) f問題J5頁。

49) f資J③ 725頁。

50) 『資』③ 725頁。

51) 『恐慌論Jω頁。

52) 『恐慌論JJ42~3 1'ì:。

53) 「問題J6 J言。

54) 「問題J21頁。

55) 宇野P弘蔵『経済政策論JJ165真。

56) 「問題J211'i:。

57) 「問題J20頁。

58) 「間慾J22頁。

59) 「問題J20真。

ω) 「問題J16頁。

4 

発生，確立，完結の過程をたどる歴史的形成体としての資本主義を対象と

しつつ，その理論的究明を，確立し展開する資本主義自体の純化の「傾向J

にそって「純粋の資本主義社会を認定して資本主義社会の一般的運動法則を

明らかにする原理論J1) と，その各盤史的発展段階に支配的な資本の存在様

式によって規定された世界経済の「段階論J的考察という二つの異った理論

的分野において遂行し，もって一定の時点における各国資本主義の「現状分

折」のための前提とするという，宇野教授のいわゆる「三段階論Jに対し

て，かかる「原理論j と「段階論j乃至「現状分折論」との分離の主張は

「マルクス主義の転化をなす論理と歴史，理論と実践等々の統一をひき離す

ものであり，観念的構築物たる純粋資本主義を対象とする原理論における法

剣確認と段階論・現状分折における法則性の否認とがウラハラをなし，結局

は観念的遊戯と現実逃避とに帰着するj という「正統派諸氏の批判Jめが集
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中することになったが，このような「正統派諸氏の批判」をつきつめていく

かぎり， r資本家的生産様式が生成および市民的社会のすべての部面を支記

するということ，したがってまた，資本家的生産様式の諸条件一一諸資本の

自由な競争，一生産部部から他の生産部記への諸資本の移動可能性，平均利

潤の同等な高さ，などのようなーーが完全に成熟して現存するというこ

とjめを前提とする「資本家的生産の一般的研究Jとしての『資本論J体系

が，同時にまた資本家的生産様式の「発生，生成および消滅」の歴史的過程

をも明らかにするものであることを積機的に論証しなくてはならないことは

いうまでもない。ところがその「消滅Jの過程はしばらくおき，少なくとも

その「発生Jの問題にかぎってみても， 11資本論Jは資本家的生産過程の究

明にはいる前に「貨幣の資本への転化」の前提として， r商品と貨幣Jの分

析を先行せしめているのであるから， r正統派諸氏」にあっては， r商品と貨

幣jの理論的考察が同時に資本家的生産様式の「発生」過程の究明言どなし，

したがってまた資本家的生産様式の発生過程は歴史的にも商品経済の発展過

程として実現されるものとしなくてはならなくなることは明らかであろう O

かくて商品経済の展開過程を同時に商品生産の発展過程とし，しかもこれ

を資本家的生産様式に先行する封建的生産関係からの資本家的生産関係の

「発生J過程と理解することによって，宇野教授のいわゆる「原理論」と

「段階論」との分離は止揚されると問時に，資本家的生産様式の一般的理論

的解明は同時にその「発生・生成・消滅jの過積をもあきらかにすることに

なり，ここに「理論と歴史」の「統一Jが完全に達成されることになるとい

うのが， r正統派諸氏jの「理論と歴史」との関連についての基本的な理解

とみることができょう O

しかしこのような「理論と歴史」との関連の理解は，資本家的生産様式の

「発生」過程について次の二つの社会的過程を歴史的事実として前提しなく

ては成立しえないことは明らかであろう。

まず第ーは，封建社会の解体と資本家的生産様式の確立との間に，商品経

済によって支配されながら，しかも「価億どおりの交換Jによって全国的に
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規制される自立的社会体制の存在を，史実として確認することである。この

ような社会体制は，問時に必ず生産手段を岳己の手に所有する自立的小商品

生産者によって構成された完結的な社会体制としての商品生産社会を意味す

ることになる。しかもこの「商品生産社会」は，封建的な支配関係からも，

資本家的措級関係からも完全に自由であるとともに，寝入資本の支配からも

脱騨しているという意味において完全な自立性を獲得していなくてはならな

L 、。

商人資本は，より多くの利潤をめざして運動するという以外邦らの規定性

をもたないのであって，資本家的生産様式に基礎づけられた商業資本として

以外は「高く売るために安く買うことが商業の法則」のであり，産業資本の

科i関の一分割部分を獲得する以外は「商業利棋は詐偽描著のようにみえるば

かりでなく，大部分は詐偽踊着から生ずるJ5) のであるO 商業が!日生産様式

に対して円、たるところで大かれ少なかれ分解的な影響を及ぼすjめのも蕗

人資本のかかる本性の必然的帰結であった。

だがこのようなあらゆる階級関係および商人資本の支配からも自由な「荷

の想定は，一方で『資本論』のとく寝入資本の資本家的生産様

式の発生過程に対してもつ役割をまったく否定することになるであろう O マ

ルクスにとっては，商人資本の世界商業的発展と，貨幣財産としての土地所

有への対立にもとづく旧社会関係の分解過程を前提としない資本家的生産様

式の発生過程の想定は， I子供らししづ夢想以外のなにものでもなかった。

すなわちいわゆる「単純商品生蔵社会」の想定は，この点において『資本

論Jの歴史把握と根本的に相容れない対立した見解で、あるということができ

ょう。

さらに第二に，この主張にあっては円、わゆる本源的蓄積」の過程を「単

純商品生産者Jの白弓分解の過程へと矯小化することによって，現実にはそ

の「全過程の基礎をなすJ I農村生産者，農民からの土地収奪J過程として

進行した「生産者と生産手段との歴史的分離過程以外の何ものでもないJ資

本家的生産様式の形成過程を， Iとっくに過ぎさったある時代に，一方には
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勤勉で、科巧で，わけても倹約な選り抜きの人間があり，地方には怠け者で自

分のもの一切，百それ以上を蕩尽するルンペンどもがし、たj とする「経済学

的原罪物語J7)へと解消することになった。

「こんな愚にもつかぬ子供じみた話J7) は，現在でも「旧来の商業(した

がって商業資本)の発達や，その農村地域への渉透の成果などということは

できなLづ 「それ自体商品生産の上にたっ再生産機構Jとしての「局地的市

場関j において「自由な等価交換の関係」に媒介されて「より良い生産条件

の所有者のもとにはたえず余剰が生ずるのに対して，より悪い生産条件の所

有者のもとにはたえず損失が生ずるJめという「牧歌的jな内容に科学的扮

装をこらして再生産されているようであるが，さすがにかかる経済史家にあ

っても，この「局地的市場閣の具体的様相，ことにその価格史的側部は，そ

の研究史がまだ浅いだけに，詳細には明らかになっていな Lづとされてい

る。 r文献，史料のなかに手さぐりながらある寝度まで確実に知ることがで

きる」のは，ある種の文学作品において， r前期的資本の掛け値，値切りに

よる利得や高利貸付が寅欲の大罪として激しい攻撃にさらされているのに対

し，他方では近隣の『市場』における農民・職人や日雇たちの~ 1ペニーの

物と 1ペニーの物の交換j] ~公正な代髄，公正な儲け』そして『畏衆の必要

とする仕事で生活をたてること』が最高の道徳的賞譲をうけているJ8) こと

だとされるのであるから，この「理論Jの「史料J的「確実さJと科学的根

拠は大よそ推察がっこうというものである。

この程度の「確実jな「文献・史料」をもってしては，われわれはやはり

マルクスによってなされた「無慾悲きわまる蛮行をもって，また最も賎しむ

べき・最も不浄な・最も陪劣で腹黒い・激情のもとで遂行されるJ r霞接的

生産者の収奪J9)過程をもって， r賃労働者ならびに資本家を生みだした発

展の出発点J10)とする歴史過程の把握を放棄しさるわけにはいかないであろ

うO

かくて「論理と歴史jの「統一」をめざしながら宇野教授の三段階論を批

判しつつ，資本家的生産様式の一般的究明を向持に資本主義の発生・発展・
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i詩滅の歴史過程の理論的考察たらしめようとするいわゆる「社会的再生産の

視角」なるものは，その対象とする資本家的生産様式の歴史的発生過程一一

商品経済の世界市場的発展と， I日社会の生産関係と生産力との対立によって

規定された特殊な分解過程との相互関保という特殊な歴史的展開過程一一仰な

ずこんなる単純商品生産の発展に解消することによって『資本論』における世

界市場の役割と，本源的蓄積にかんする基本的視角を根本的に否定するにい

たるのであるO

さらにまた，ほぽ同ーの規角から発しながら，しかも『資本論Jの基本的

視角とのかかる根本的対立におちいることをさげようとして， 1単純商品生

をたんなる理論的規定にとどめ，盤史的発展過程との対応を意識的に回

避しようとする見解も，資本家的生産様式の一般的究明としての『資本論』

体系の基本性務と相容れない理論的範障をこの体系の舟部にもちこむことに

なり，結局その体系的整合性それ自体を破壊することになるであろう O 自己

の労働にもとづく所有と，他人の労働の所有という矛属する規定をその体系

の端緒において措定するこの主張の奇妙な自己撞着の論理についてはすでに

みてきたとおりである。

またこのような「単純高品生産社会jの自己分解の視角とはぎゃくに， I日

社会関係に対する商品経済の分解作用のうちに資本家的生産様式の発生の基

本線をたどろうとするいわゆる「流通告参透視角」にあっても，商品経済の発

展によって促進される!日生産様式における生産力とそれに規定された生産関

係との対立関係を完全に商品経済の発展過程の中に解消せしめることによっ

て， 1閣が異なれば呉なる色彩をおび， また蝦序を異にし歴史的時代を呉に

する相異なる諸段賠を通過する」本源的蓄積の歴史的に必然的な「基礎J

「過程」の科学的究拐の道を閉ざすことになった。資本家的生産様式の発生

・確立・消滅の必然性をと，寵理的体系の内部の論理的展開の必然性と等置す

ることによって「論理と歴史」の「統一」を確保しようとする，一見マルク

ス主義の基本原理に忠実なようにみえるこの試みは，突は 116世紀において

資本の近代生活史を開始するJ世界市場の発展が，何故ほかならぬイギヲス
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においてのみ資本主義の典型的な生成・確立の過程をうみだし，さらにこの

資本主義の発展が19世紀後半においてむしろ後進調の先進国を凌駕する蓄積

の進行と，それに対応した生産関係の変質をみちび、くことになったか，とい

う資本主義の麗史的発展過程にかんする根本的問題を意識的に回避するとい

う犠牲をもってあがなわれた方法で、あった。

宇野教設はかつて原理論の「高品と貨幣」の考察領域においていわゆる

「単純商品生産社会Jの想定を主張する論者に対して， [""この商品論でいわ

ゆる単純商品社会を想定することが，実は!日社会関係の商品設済による全面

的支配の過程をも，単なる商品経済自身の発展過程に解消し，歪曲すること

になるJ11) のであり， [""それは価1直論の首F喜一貫した論理的畏諸を阻害する

と問時に唯物史観をも歪曲することにならざるをえない12)Jとして，かかる

方法は唯物史観と似て非なる「商品経済史観」にすぎないと批評された。

いまや「商品笹済史観」は，宇野教授の三投濯論への批判を基織として，

いわゆる「社会的再生産の説角jからする「商品生産史観j と， [""流通告参透

視角Jにもとづく「商品流通史観j とに荷極分解をとげたのである。

「商品経済i'J:，何れにしてもこれらの社会〔古代・中世等の桂会……引用

者〕にとっては，いわ法外部から分解作用をなすものであるが，その作用の

効果自身は， これらの社会の内部の時題で、あ」り， [""そこに麗史的過程があ

るJ1めとする「唯物史観」の認識に対して，資本主義の発生期においても

「商品生産j乃至「弱品流通Jの発展がそれ自体基本的な歴史過程における

生産力と生産関係の矛底の展開であり， [""商品生産」乃玉三「海 I~主流通j それ

自体が，昌己の内部から資本家生産様式をうみだすとする点において， [""社

会的再生産の視角Jも「流通惨透視角Jも「唯物史観Jに対して根本的に対

立する史観たること兄たりがたく弟たりがたL、。

「論理と歴史Jの「統一Jという「マルクス主義の核心jを擁護しようと

して，宇野教授の三投暗論を批判するために主張された商品生産乃至商品流

通にもとづく資本主義の自立的生成の理論な，かくてその震建の結果におい

て，意鴎するところとは逆に， [""唯物史観jの全面的否定，商品径済の抽象
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的論理的展開の内部への醗史的過程の矯小化による溶解をとおして，理論体

系としても，その根拠たる史実認識においても，完全な錯乱と歪砲のうちに

自己崩壊することになるのである O

「帝国主義時代の出現というこの誰しも否定しえない事実の指摘がそれだ

けで……三分化論の正当性の根拠であるJ1めとする主張はけっしてTこんなる

「錯覚Jでもなければ， 1認識過程と現実過程の混同J1めでもなかった。も

ちろんこれは，経済学の理論体系に対して特有の「難解さ」をもちこむこと

になるが，この「難解さ」はけっしてたんなる宇野教授の「レトリッグjに

よってもたらされたものではなく 1現実過程Jがその「認識過程」に刻印

する現実的な「難解さ」であって，この「難解さ」をさけて，安易な商品生

産史観乃至高品流通史観へ逃避することは，結局においてその理論の

すなわち科学性の喪失をもって報復されることになるのである O

われわれはここで、ふたたび宇野教授の理論体系へ，なかんづくその「純粋

資本主義」の「組定」と流通形態の自立的展開という，教授の理論体系に対

する根本的批判をよびおこす契機となった方法の再検討へたちもどらねばな

らなL、。

1) 「覚え蓄J6 Jl:。

2) 前掲佐藤「経済学体系における論現的展痛と歴史的展開J19真。

3) 『資~ @ 865真。

4) 『資J⑨ 468頁。

5) 『望号J⑨ 469頁。

6) 『資』⑨ 471真。

7) 『資』④ 1092頁。

8) 『西洋経済史議gU第2巻， 20頁。

9) 『資』③ 1158真。

10) 『資J③ 1095頁。

11) 「覚え審J7 Jl:。

12) 宇野弘蔵IT"J隠{臨命の研究~ 126頁。

13) 向上， 112頁。

14) 佐藤「経済学体系における王監命的展開と康史的発展J19頁。
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宇野教授の商品論にふくまれているこ面的性格からする f閤難」とは，く

りかえして要約すれば次のようになろう。すなわち教授の原理論の冒頭の蕗

品は，あくまで「磁品経済を動かす動力」あるいは「資本主義的生産関係の

中心基軸とでもいうべきものjを「純粋に表示j しなくてはならないが，し

かもこの商品は「資本家的関係Jからも「貨幣形態」からも抽象されてお

り，したがってこの「動力自身Jは「商品形態そのもの」に求めることはで

きない，というのである O 経済原論における対象はすべて「純粋資本主義J

の「想定」によってあたえられねばならないとするのが，この前半における

主張の根拠であり，またこの経済原論においては資本家的生産関係の分析に

はいるまえにその前提として，商品・貨幣・資本という流通関係が形態規定

として純粋に展開されていなくてはならないというのが後半の主張の支えと

なっている。そして宇野教授の所説に対する批判は，それがいわゆる「社会

的再生産の視角Jからするものであれ， t流通濠透視角j からするものであ

れ，すべてこの「純粋資本主義」の「想定」と流通形態の告立的展開との間

に方法的な分裂をみいだし，この分製を解消するためにそれぞれ独自の説点

から資本主義の発生・確立・終結の歴史過程自身を，それ自体で自立的に生

成，転化する過程として把握することによって，それぞれ対極的な観点から

控史過程と原理的展開との統ーを志向したのであった。

すでに検討してきたように，かかる試みはいずれも，史実の把握の中にす

でに一定の「主観的操作Jによる特殊的関係の一般化を導入することによっ

て成立せしめられたものであって，科学的検討に耐えうるものではないが，

しかしこれらの批判をよびおこした，宇野教授の商品論における，したがっ

てまたその展開としての原恐論と段措論との関係におけるこ面的性格なるも

のの存在自体は，看過することのできない経済学の方法における根本問題を

ふくんでいるのである O

端的にいって，教授の経済原論体系における，資本家的生産関係の分析に

先だっ流通形態の純粋な展開という方法は，教授のいま一つの主猿である
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「純粋資本主義jの「想定j という方法から麗接みちびきだされる必然的な

帰結とはいえなし、。それゆえ教授は，この流通形態、の実体規定とは分離され

た純粋な展開をとかれるばあいには，つねにこの「純粋資本主義jの「想

定」の問題とは一応はなれて， r商品は，したがってまた賞幣は， さらにな

お部分的には資本さえも，古代，中世の社会のように商品形態をもって基本

的社会関係を律しない社会にも出現する O このことは商品形態があらゆる物

に，それが如何なる関係の下に生産せられたかに関探なく，付与せられ得る

ものであることを明らかにするのであって，形態的には資本主義的生産を前

提とすることなくして説明し得られることを示すものである」むとして，商

品経済の基本的援史過程に対する付瞳的性格をもって，その形態規定の岳立

的展開可能性の根拠とされるのである O 教授が「資本主義は，他の社会と異

ってこの商品関係を，その基本的な特殊歴史的関係にとることによって，商

品形態の展開を，理論的にも，歴史的にもその前提とするJわといわれるば

あい，資本主義に対する商品形態の「理論的J r前提jは，その「麗史的」

「前提j としての性格から直接みちびかれた帰結にほかならない。

このことはまた，教授の主張される「純粋資本主義」の「想定J自体から

は，直接にこの商品経済の形態規定の自立的展開の根拠をみちびくことが図

難であることを示すものであって，じっさい対象として「純粋資本主義jを

「想定」したところで，この「純粋資本主義jからその内部の諸範博を必然、

的な論理的関連にしたがっていかに抽象し，経済原論の「編加構成」をこの

抽象した諸範博の相互的必然的関連にもとづいていかにくみたてるかは，た

Tごちに明らかにはならない。

経済的社会構造を純粋な三大暗級の相互関係によって規定し，労働者階級

によって生産された価値生産物の労賃・利潤・地代としての配分関係を基礎

にして，近代社会の経済的運動機構を解明しようとした， ¥， 、L、かえれば「純

粋資本主義Jを対象としてその内部分析に従事した古典経済学にあっても，

商品経済的形態規定は労働による価鑑形成・増殖過積とその配分関係の実体

的関連のうちに埋没して理解され，商品・貨幣・資本と L、ぅ形態規定や，資
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ヌドの諸姿態、の形態規定を，それ自体独立して展開することができなくなり，

このことが一面では資本家的生産を超歴史的な絶対的生産関係として固定的

に把握せしめることになるとともに，他商ではその理論体系の内部において

も形態規定は実体的関連の内部に解消され，たとえば貨幣としての貨幣の規

定や，生産手段や貨幣とIZ別された価値の運動体としての資本の概念を把撮

することが不可能となり，終局的には価値法則の基礎と展開過程の解明にお

いて根本的な混乱をひきおこし，これが古典経済学解体の原臨を形成するこ

とになったのは周知のとおりである。

しかもなお「純粋資本主義」の内部における資本と労働の対抗関係にもと

づく価値関係の純粋な把握なしには，価{霞法則の根拠とその具体的展開の理

論的究明ははたしえないのであって，流通形態の自立的展開といえども，こ

のような価値関係による全社会的な法則的規制を実現するための社会的形式

としてはじめてその根拠があたえられるのである。 I純粋資本主義jの「想

定」それ自体は，資本家的生産様式の一般的究拐のためには絶対に要請され

る「想定」であり，しかもこれは19世紀前半のイギリスにおいて散界史的展

開の中枢的関係として進行する歴史的現実にもとづく「想定Jであるがゆえ

に，けっして観念的乃ヨ~~意的「想定J とはいえないのであるが，たんにこ

の「想定Jだけでは，資本家的生産様式の理論的究明における，その内的

「編部構成」の必然的な関連は明らかにされえないという点において，この

「純粋資本主義」の「想定Jの方法は根本的なジレンマを内包する O

かくて19世紀前半のイギリスにおいて現実的に進行する資本家的生産様式

の完全な支配という穣史的過程も，商人資本の世界市場的発践と，それによ

って促進される旧社会関係の分解過謹とを歴史的前提としてはじめて成立し

え，またこのイギリスを中核とする世界的な資本主義の確立・発展の過程

は，その内部において先進閣に対する後進国の特殊な対抗関係のうちに金融

資本段階への転化の過程を準備することになるという，資本主義の世界史的

な生成・確立・完結の過程を，この「純粋資本主義Jの「想定」とし、かなる

関連においてとりあっかうべきかという点があらためて検討を必要とする鴇
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題とならざるせどえないのである O

これはしかし単純な商品生産乃至商品流通それ自体の発展のうちに資本主

義の成立がもたらされ，さらにこの資本主義の自立的発展のうちに金融資本

への転化が結果するという単純な取扱いをゆるすもので、はない。

資本家的生産様式の「出発点Jは「労働者の隷従翁UJであり，この「進展

の本領は，この隷従の形態変換，すなわち封建制的搾取の資本家的搾取への

転化にあったjのだから，この「転化j過程自体を「封建的搾取」関係との

関連なしに，夜品経済の進展過程のみによってとこうとするのは不可能であ

るO 資本家的生産様式の発生過程の究明のためには，一定の「時と処」によ

って規定された兵体的な「封建制的搾取J関係の解体過程を前提とする「段

階論j的考察を必要とするゆえんで、ある O

したがって資本家的生産様式を， I封建的搾取」の「転化」形態として把

握するかぎり，この生産様式の一般的理論的解明にとっては，この「転化J

の過程自身は問題となりえないとしても，封建的関係における生産力と生産

関係の対抗関係こそ，新たな生産様式の成立の歴史的な積極的前提をなすと

しなければならない。しかし確立し展開する資本家的生産様式にとっては，

商品経済の世界市場的発展が逆にその成立のための積極的前提としてあらわ

れることになる。つまりこの確立し発展する資本家的生産様式自体にとって

は，商品経済の規定はその生産力と生産関係との対抗関係を包摂して展開す

る形態的規定性として，たんなる基本的歴史過程に対する付随的関係ではな

く，いわばその生産様式全体の積緩的前提としてあらわれることになる O

商品経済の，資本家的生産様式に対してもっその規定性のかかる転換は，

実は基本的歴史過程守口こなう生産関係が， r封建制的搾取J関係から「資本

家的搾取J関係へと転換したことによってあたえられる，商品経済自体の麗

史過程に対してもつ規定性の転換関係の論理的表現にすぎない。

封建社会に対しては，その生産力の発践を量的に反映した付随的過程にす

ぎなかった商品経済の渓聞も，すでにその内部に前段階の生産関係において

形成された生産力を包摂して確立する資本家的生産様式にとっては，この生
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産様式の展開の積極的な規定性としてあらわれることになる o r純粋資本主

義」の「想定」といっても，確立し，展開する現実的な資本家的生産様式を

前提とするものである以上，このような荷品経済の積極的規定性と，資本家

的生産関係との特有な関連から捨象されて「想定」することはできないので

あって，流通形態の自立的展開過程を諮提としながら，その展開の内部に社

会的再生産の基礎過程を包摂することによって，この流通形態の展開自体を

逆に根拠づけるという，資本家的生産様式の理論的体系における流通形態と

生産過程との特殊な関連の解現は，この資本家的生産様式の歴史的発展過程

の基本的側面を，確立した資本主義自体の内部構造の分析のうちに反映しつ

つ渓閲する独自の方法によって，はじめて可能となったので‘ある。

それゆえ『資本論』体系の範階的展開において反映される歴史的発展過程

というのは， r発生・確立・消滅」する資本主義の基本的歴史過程そのもの

ではなく，この資本主義の確立，支配過程にとって積極的前提言どなす商品経

済の発展過程で、あり，またその確立した資本主義の展開の結果としてもたら

される資本家的生蔵関係の商品経済的一般性のうちへの形態的溶解過程でし

かないのである O

重商主義的，自由主義的，金融資本的発展の各段階における国際的対立関

係を軸とした各国資本主義の対抗関係と，それに規制された独自の蓄積様式

の展開過程を，原理的展開のうちに反映せしめることができないとし寸根拠

もまたここに求められる。

商品経済の展開と対応して，原理論体系の終結項をなす「資本の商品化J

の規定にあっても，資本家的生産様式それ自体の蕗品形態への溶解と一般化

の過程を終結段階における資本主義の基本的形態規定としてあたえることは

できても，いわゆる金融資本的蓄積それ自体の独自の構造の理論的解明とな

しうるものではないことはいうまでもない。

資本家的生産様式の一般的究明は，たんに「想定」された「純粋資本主

義jの内部分析にとどまるものではなく，歴史的に発生・確立・完結する資

本主義の生成過程自身を前提として，その理論的反映としてあたえられねば
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ならないのであるが，しかもこの理論的反映というのはあくまでこの「純粋

資本主義Jの成立の根拠をなす価値法則の展開によって規定されつつ，このj

価値法則の展開の前提としての商品経済の展開と，この生産様式への全面的

支配関係のうちに抽象的に反映されるにすぎない。

!日生産様式から資本家的生産様式への転化の過程も，この「純粋資本主義J

自体の論理的成立にとっては一般的商品経済の拡大過程としてうけとめら

れ，また資本家的生産様式の変質過程も「純粋資本主義jの体系的構造にと

っては商品化過程の全面的完成とし反映せしめられるにすぎないのである。

ここに現実的には異質な生産様式や上部構造との関係をとおして発生・確立

・完成する資本主義の醗史的発展過程の論理的抽象化による内面的模写の根

拠があたえられ，かくして形成された資本家的生産様式の一般理論が，一面

では「純粋資本主義jの内部分析をしめすとともに， f塩田では問時に資本主

義の歴史的発展過程の理論的解明の基準を与えることの根本的理由がある。

宇野教授の三段階論にあっても，多くの批判者が想定しているように，理

論と歴史との関係は，原理論が理論的考察をなすのに対して歴史的考察は段

階論乃至現状分析論で行なうといったふうな機識的分離によって処理されて

いるのではない。原理論の理論的展開も歴史的過程を抽象的に反暁せざるを

えず，段階論における歴史的規定性も当然論理的関係においてあたえられざ

るをえないのである O

ただ原理論において反映される歴史的過程と，段措論をつらぬく世界資本

主義の「転換J過程としてあらわれるところの援史的過程との論理的相違を

把握することが，歴史的過程を理論化する社会科学としての根本的に重要な

方法上の問題となるのである O

資本主義の経済学的解明においては，このように歴史的過程自体が原理的

必然的な関係、と，段階論的転換の過程として二面的にあらわれざるをえない

というのは，実は資本家的生産様式が，本来の基本的歴史過程に対して付随

的な商品経済の発援を前提としつつ，それによる社会的生産過程の全面的包

摂によってはじめて確立する特殊歴史的な生産様式であるとともに，他箇で
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は封建的生産様式の内部で形成された生産力を前提としかっ処理する階級対

立を基礎とする最終的生産様式であるという特有の虚史構造のもたらした，

いわば必然的な理論的二国化としなくてはならない。

流通形態の自立的展開と， I純粋資本主義」の「想定J という，一見異質

な方法を経済理論体系にもたらした根本的原因が，かかる資本主義の康史的

形成体としての特殊性にもとめられるとすれば，宇野教授の一見「困難Jな

主張も，実はかかる摩史過程の理論化にともなう実在的な「菌難jの理論的

反映以外の何ものでもなかったのである。
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3) Il'資3④ 1095頁。


