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鈴木理論の根本問 題

一一「株式資本」範隔の把握を中心として一一一

降旗節雄

はじめに

周知のように『資本論』は「近代社会の経済的運動法則を暴露することを

もって最後の窮極目的J1) としつつ， 1"資本家的生産様式，およびこれに照

応する生産諸関係ならびに交易諸関係」の「研究」のを遂行している。しか

しこの「近代社会の経済的運動法則」なるものの具体的内容は，かならずし

も明確ではない。

たとえば， レ{ニンは，その論稿「カーノレ・マルクス」において，この「

近代社会の経済的運動法則」の「暴露」をもって， 1"ある与えられた@歴

史的に規定された・社会の生産関係を，その発生・その生成および消滅に

おいて研究すること」であるとし， 1"これがマノレグスの経済学説の内容で

あるJ3) と主張しているo W資本論JJにおける「近代社会の経済的運動法

則」の「暴露」を，資本家的生産様式の「発生。生成および消滅」における

「研究Jであるとするかれの観点は，さらに「資本主義の最高の段階として

の帝国主義」をもって「資本主義一般の基本的諸特質の発展と，その直接の

継続として生じたものである」のとする見地と符節をあわせることになっ，

これはまた，たとえばヒルファーディングが「最近の資本主義的発展の経済

的諸現象を科学的に把握するとしづ試み」を「この諸現象を， w.ベティに

はじまりマノレクスにおいてその最高の表現を見出す古典的国民経済学の理論

体系に，組入れるとし、う試み」のにおし、て実現しようとしたのと，基本的に

は同ーの『資本論』理解にたつものといってよし、。そしてこれがまた現在に

いたるまでのマノレグス主義経済学者の『資本論』理解の一般的傾向であっ
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た。

しかしこのように『資本論』一一一あるいはマノレグスがその研究の時代的制

約のゆえに，自由主義段階における資本主義の運動法則をあきらかにしただ

けで，帝国主義段階の経済機構の解明を未完成のまま残したのだから，この

新たな段階の「諸現象Jを，その「理論体系に組入れ」ねばならぬとする見

解にたって，その完成を予想せられる『資本論』ーーをもって，資本家的生

産様式の「発生・生成および消滅における研究」とすることは，当の『資本

論』自体の論理構造と根本的に矛盾するものであった。というのは， r経済

的編制からみた近代的社会が最も広汎・最も典型的に発展しているJ rイギ

リス」においてみられる「生産手段をますます労働者から分離すること，お

よび分離した生産手段をますます大きな群に集積させること，つまり労働を

賃労働に転化させ，生産手段を資本に転化させること」をもって「資本家的

生産様式のたえざる傾向であり，発展法則である」とし，この「傾向に照応

してJr賃労働者，資本家および土地所有者」という「資本家的生産様式に

もとづく近代的社会の三大階級」めの相互的関連を「資本家的生産様式の内

的構造」として， rし、わばその観念的平均において叙述するJ7) というのが

マルクスが随所で言明している『資本論』における対象把握の方法であり，

これにたいして19世紀末にはじまる新しい段階の「諸現象」とは，まさにこ

のような資本家的生産様式の発展「傾向J乃至「発展法則」の歪曲乃至変質

をしめすものにほかならなかったからであるO

じっさいこの方法にしたがって， w資本論』では， r信用J r世界市場」

「競争の現実的運動J r労賃J r土地所有」などの「細目的研‘究J8)乃至「

その相異なる歴史的諸形態における分析Jは，すべて「この著述の限界外に

横たわるJ9) とされ，必要なかぎりにおいて言及される資本家的生産様式の

歴史的考察も，すべて関係する章乃至篇の末尾に，理論的展開とは区別して

おかれているのであるO

このような『資本論』の方法を根拠として，資本家的生産様式の一般的究

明を，その「発生・生成および消滅」の歴史的過程の考察と分離して，後者
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の資本主義の発展「段階論Jと区別された資本主義の「原理論」として純化

されたのが，宇野弘蔵教授のいわゆる経済学における 13段階論」の基本構

造をなしたのであるO この方法において純化，再構成された「原理論」にお

いては，完成された純粋資本主義の流通表面としての流通形態論の展開には

じまって，その生産過程の把握をとおして，個別資本の相互的競争関係の形

成にいたる「流通論J 1生産論J 1分配諭」の 3篇編成のもとに，資本家的

生産様式の体系的な理論的解明があたえられているのであって，資本家的生

産様式の歴史的発生・確立・欄熟の過程は，完全にこの体系から分離せしめ

られることになっているのであるO

これは一方において， 19世紀末にはじまった資本主義の変質過程にもとづ

くラいわゆる修正主義論争にたいして，完全な方法的解決をあたえるもので

あるとともに，他方において『資本論』を基礎とする経済学的現状分析にた

いする明確なる方法的基礎を確立したという点からいって，マノレグス経済学

の発展史上における画期的な成果であったといわねばならない。

しかし最近，一面では宇野教授の 3段階論，就中「原理論」の編別構成と

帝国主義段階論における株式会社の規定に依拠しつつ，しかも他面ではこの

3段階論に根本的に対立して， 1原理論」の理論的展開に歴史的発展の対応

を求める新たな主張をみることになった。巷間鈴木理論と称される，鈴木鴻

一郎氏の主張する「世界資本主義」諭の立場がそれである O 本稿では，氏の

主張がもっとも圧縮されて展開されていると思われる「帝国主義論と原理論

一一帝国主義論の方法についてJ10)によりながら，この見解の当否を検討す

るO 注〉

注〉もっともこの鈴木論文は，その純粋資本主義否定論を，武田隆夫編『帝国主義論

・上』における「序論jの批判のかたちで、展開しているのであり，直接宇野教授の

所説にたし、してむけられているのではなし、。しかしこの「序論Jが全体として宇野

教授の所説の要約的紹介にとど、まっているので，鈴木氏の批判は実質的にはいわゆ

る宇野理論に対する批判とみて差っかえないであろう。したがって以下においては

上記「序論」のほかに，宇野教授の所説を随時参照しながら検討をすすめることに

したい。
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1) K・マルクス r資本論』青木文庫版①73頁。(以下『資』と略称する。〉

2) IT'資J①71頁。

3) IT'資』①45頁。

4) レーニ γ 「帝国主義論』国民文庫!仮， 125頁。

5) R・ヒルファーディング『金融資本論』岩波文降板，上 9頁。

6) IT'資』⑬1245頁。

7) IT'資』⑬1171J'[。

8) IT'資』⑩508頁。

9) IT'資』⑫865頁。

10) IT'位界経済分析m一一脇{寸義太郎教授還歴記念論文集 1J所収。

この鈴木論文は 4節からなるO 第 1節では， I原理論Jが「純粋資本主

義Jを前提することから由来する諸難点が指摘され，第2節では「原理論」

の展開は「世界資本主義」の「内面的な模写」でなくてはならぬという主張

がなされ，さらに第 3節で「帝国主義段階はどのようなかたちで、原理論にお

いて一般的に模写されているか」があきらかにされる O かくて最後の第4節

においては，この新たな帝国主義段階の理論的規定づ、けによってもたらされ

る「方法論上の二・三の重要な点」が指摘されている O

まず第 1節から検討をすすめよう。

鈴木氏によれば Ir純粋な資本主義』というのは，自由主義段階のイギワ

ス資本主義が現実に示しつつあった『純粋』化の傾向を『極限化』して「こ

しらえた』ひとつの『抽象』であり， rモデ、ノレ』あ」って， Iことばをかえ

ていえば，社会の全生産が資本主義的生産によって全面的に包摂されつくし

ている，ということにほかならない」が， Iこういう『こしらえ』られた完

全な『資本主義Jを原理論が『前提』する」と， Iたとえば『資本論」にみ

られるように，労働価値説をいわば絶対化したかたちで説くようなーーし、し、

かえればいわゆる等価交換と一体化された労働による価値の実体規定をは、じ

めから論証ずみのものとして全展開に前提するような原理論ができあがるし

かなしづというのであるO
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してこのような?万機能穂説を……絶対イじしたかたちで裁く j

は次のような諮欠舗を

にあっては，

ざるをえないというので、るる。すなわちかかる

・貨幣。

らを説…的な商品世界として静成してしぺ諸形態としては措定

されえないというばかり℃、はない。務品流通からの資本主義的生競への移行

も，これを移行として誘くことができなくなるということから，

過密も，資本家と労働者との全体的な社会的関係な、恭軸とする，全体として

の資本法滋間生産としては設定されがたし、ものとなっ，ひいては，資本の

i義程のf函館形成増殖過程としての規定をとおして，労働による{部誌の実体規

内的法長官として明確に論証することも，妨げられる

ことになるのであろう。 Jこうして蹄による錯鎮の実体規定が，

換と一体化されて，議初から給対的なかたちで前挽'dれるということは，さ

らに平均剥器および生産価格の段器にとっても難点きど残さざるなえない。と

いうのは，この前提のもとでは，利i悶率をや心とする

と…体きとなすものとしての鍛趨の るもの

として歩

科諮の

られざるをえないか

ラその形成を媒介する

り， " 々、かえれば，平均

されて，

されたかたちでの

されざるなえなし、からである。そうなれ{jf

これまでの儲龍の実体規定にとって代わ

前提されることになれそれとともに利潤が利

るをえなし、そこで，利子三ど説ここうと

-:> 以後の

的に資本所有を導入しここか

ことなしに，

、す

たいおよび銀行信用の裟;却をと

ほかはない，ということになる。だがそうなれば，

ノ
¥説を子

と

1
冷・てしL) 

内的に展開することは勺設なくなり，それとともに産

業指糠の過程も，したがって，価龍裁定の資本主総治生惑の現実的法則とし

てのを戸!なも，不明機のままに撲されざるたえないであろう oJめというので

ある。
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さてここであげられている「原理論」におけるさまざまな欠陥一一流通形

態の展開が「商品世界がみずからを統一的な商品世界として形成していく諸

形態としては措定されえなしづとか，流通から資本主義的生産への移行が説

きえなくなるとか，価値法則の論証が妨げられるとか，さらに利潤から利子

論への展開があたえられなくなるとか，産業環循の過程の解明が不明確とな

るとかいう欠陥ーーも，結局その根拠は，この「純粋な資本主義jを「前提」

とするかぎり， 円、わゆる等価交換と一体化された労働による価値の実体規

定をはじめから論証ずみのものとして全展開に前提する」ことにならざるを

えないという点に集約されよう。

しかし「純粋な資本主義」を前提とするかぎり，はたして必然的に「諸商品

の価値としての相互の同質性と，それらの労働生産物一般としての同質性と

は，はじめから一体をなすものとしてあらわれざるをえないJ2) ことになる

のであろうか。

たしかに『資本論』では，単純な商品の価値規定において，ただちにその

実体を社会的に必要な抽象的人間労働として把握しているのであり，そのか

ぎりにおいて，商品の価値としての同質性と労働生産物としての同質性とを

「はじめから一体をなすもの」として前提していたといわねばならなし、。し

かし『資本論』におけるかかる価値把握は，じつはすでに『経済学批判綱

要~ (以下『綱要』と略称する〉執筆段階において，マノレクスによって意図

されていた経済学批判体系プラ γ一一「生産一般」を前提として，生産物の

相互交換をとき， 1生産物が商品となり，商品が交換価値となJ3) る関係を

とおして，商品の貨幣への生成をとくことによって，貨幣から資本への発展

を，流通からふたたび、生産にたちかえる過程として解明するとしづ構想一ー

と対応するものであった。注〉

注〉マルクスは，この「生産一般J 1流通J-1資本家的生産」という，かれのこ

の時期における特有の体系構成を次のように要約している。 1流通に前挺されてい

るものは，一定の労働時間の実現であり，またそうしたものとして価値であるとこ

ろの商品(特殊的形態にある商品であろうと，貨幣という一般的形態にある商品で
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あろうと〉である。したがってその前援は，労磁による商品の生成勺あるとともに

ある。このことは流通の出発点で、あち，また流泌

る。 したがってわれわれはふたたび出発点に，すなわち交換締値を措定し，創造す

のであるが，しかしこんどは，主主主主が流通た発展した契機として

ところのF またたえず流通から自分自身にたちかえ

ってはふたたび流還を措定するところのたえざる過総としてあらわれるというふう

になるo J 4) 

もちろんこのような編別構成ブラ γは，よその後徐々に変更され，この

45 

の「序章 jとしてのわー絞的抽象的諸規定」めは整課されて，現行 f資本

にみられるように「商品と設幣Jという流通形盤と

と さiL ~0こ才すよんで) とL、う くともその翠

1議jからは脱落し，資本の

とになった。しかしこのことは， u資本論jにおいてこの

とする商品協{系の抱擦が，かえって「荷品と

とおして内的に規制する めとして多表揺的な編別

れつつその基誌に保持せしめられることになったという

るものではない。

鈴木氏のいわゆる ru資本論Jにみられるように，労働錨鎖読をいわば結

対イじしたかたちで説くようなJ方主たというのは，じっ誌ラこのような Z麟

体化さ

カしか仁ら

と涜通形態との諮速についての γ ノレタスの松長!の処

もつ込のでるる。したがって口、わゆる と一

はじめか

るようなj方法というの江， r純粋な

ものと Lて全

る方法とただ
.".. 
日

歩d-

るものであるとも L叫、え 1~い。つまつ「労

いわば絶対化したかたちで説くような」方法は歩 f主主粋な

ることそれ自体からではなくラむしろこの「純粋な

さど蔀援とレて原理論の嬬JJJj構成な設定するさいの抽象方法によってもたらさ
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れたものなのである。

じっさい におけるように安明示的ではないにせよ

を前提として， 仁1 ) 
f.1訂 ふ とらえようとすると，かえっ

らわれる商品所有者は

しかも らさtb象されたものとしてこ

されiざるをえないために，具体的にはし

してま巴主還せられることになり， 資本主

く，ぎ

ざるをえなくなるの

「高品と

ゃく

00 

鈴木氏が の「難点J として指摘される「議121 ・ ~11}f ・

も らを絞ー約な商品世界り して

いく誇形態としては措定されえない」とか， I議議I流通からの

産への移行も，これを移行として説くことがで、きなくなるjなどという，

範流通の考察にふくまれてし、る

うな抽象方法乃議よそれにもとづく

マルクスは ぞ〉

f本Jを前援といそこにお吟る f表象さ

LJ 

すべて T質本論iにおけるこのよ

由来ずる欠簡なのである。

において，あたえられた「主きた全

ますます議

7)が展i惑される

として説明しているO そしてかれはこの で，

については，ただ「あた

えられた悶Jめとしているだけで、，

L、。しかし， u資本諭jにゴざける

あたえられ爵Jとしての「生27

諸段階が，いたるところ

3大11昔級によ と純化さ

立入っ えていな

しめしているように，この

は，あきらかに「中間およ

してし、る」のとはし、ぇ，近代的

る「傾向 lをもって，その「
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とするとところの， 19世紀中葉のイギヲスの社会経済機構の

か
c にほかならなかった。

しカミし

ることではなくて， から「分析によ

これらの{回

る。もちろん f

dつ 2， 3の

々

f しているということは?それが

翫閣とし てい之〉点にあるj

ものとして勺なく，

しかし実~ì ， [F資本

の内部は，この「鹿史的逃程のj銃密j としての「取扱いjなもって完全

されてし、るのではなく，部分的に「平銭的なものとしてj の;¥絞殺

しづ しめているのである。鈴木氏のいわゆる とし〆ζ

の相互の¥1'iJ賞性と，それらの労練生産物一般としての間賞性」とを， れまじ

めからー併記念なすものとレてJ把議しているという F資本論jの欠陥は，ま

さむこの下資本主義の切器部Jを 7平閥的なものとしてJ r取扱う j という

方法と関連する。

7ニと !っ，

よって 2，3の 、， 

くこ

ッ
りく3

~トな

して抽象すM るならば，これは「純

したとし，ても，そm 博成鋭意宝寺*' r"誠二公的"~士出会 i 11) 

したニとになる。じつはこのような f形式的j

したことの意味も失われるの

るかぎり，

，
 

h
リ

きた全体Jとして蔀提したことにはならないのであるがIr資本論』の

は，このような「形式的J r抽象jが「

としての「取扱L寸と しめられている

のでるる。

としての る としての
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という流通形態にたいし，生産物の読造形態としての寵品，貨幣という

まさにその[原議長形態j として「規定的な捨象恭一般的関連J

がゆえに， 内定粋な資本主義jの f経済学的体系」における?単純なものJ

として捨象，固定せしめられるのである。ところが高品や貨幣な，たんに「

における構成要素とじてとり

，また商品形態は貨幣形態の抽象的形識としての意義を喪失して，

まず流通道程が生産過額と併存すえる終質な過程として把握'dれーーしたがっ

て「生絞j という

タjれをも q て経済学体系の

ざるをVえないー…v しかも

において想、窓2されるために，

る議透過棋の構成部分とし

との

かは不明となら

議体

、わゆる

られることになる。こうして議品流通

が単純務品生産によ q て接介された完結的流鴻過程とじて固定さ

還では“商品流通自 とおして資本形態語どみち ことヵミ

となるとともに， いする うはじめか

ら商品の全部的交換にたし として おいてあらわ

れざるをえない。 におけ』る「認幣の の論理

構造一一今、わゆる価値ど三おり とG-W-G' との ?ゼ、ト久 Jフ

て，認幣の資本への転化を，ただ

る議濯模造一…>2:思ナるのにたいし，

とっても，住人の商品はい

も邑分の商品の特殊的な等錨として;意義をもつのであり，したがって.自分、

7ニカ~"")てま

とし

の潟品の一般的等価とし，て意義なもつ。だがすべての高

じことをするのだからラどの商品も…銭的な等慌で‘はなくラし

と され諸々の揺{症の大いさ

的価値形態をもてないの L 、う

特有の「矛諮jを設定し，この子三子爵Jを衛計!所有者の f技会的行為jをと

おして f…主主の商品宏一般的な等価たらしめJ13)ることによって解決する「
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じめから

前提するj ことをさけようと ，鈴木氏

の主張とはぎゃくに「社会の全生裁が資本主義的生産によって全関係jに包摂

されつくしているJ r純粋な資本主総Jを龍誌としたうえ-c-，資本家的生産

関係な資本軍懇へ，資本形搬を貨幣形態へ，貨幣形態を海品形;替、へと，

粋な資本主義jの「純粋」性会f保持しつつ，しかも

的一般的諮問連Jへと誠象するガ法が要議M珍られるの

・貨幣・資本の形態的股隠jさ::::荷品医:界がみずからを統一的な商品t世界

とLて形成していく

態を「純粋なj

な

れえない。

鈴木氏自身，かっ

としてJ r措定Jしようとすれば，こ

として把謹せねば、ならないが，涜議7妥態のこのよう

「純粋iな資本主義jから と

問民蔵氏のいわゆる「 を f資家家以言tr

る高品j とする説を批務して，これを ru経密学のガ法』に照らして

壁史的には依然として資本主義的生産欝係に設定4さられた商品でるるが， し

かしその資本主義的関係はもちろん，貨幣形態からも地象されたものとしな

ければならなしづ 14)と されたことからも理解されるように rいわゆる

と一体化さ 実体規定をはじめか

ものと もともといわゆる?単純商品説Jと

しつつ様期されていたのである。

しかしたと

治jな

国J
v 
Q 

このよう

f単純商品説Jじ依拠して形成されたものとは考えないが，

下純粋な資本主義J~ど前提 Lたところでヲこれをたんに;王子密

として間援し務品や貨幣さげこんにその「切断

として「形式的J~こ日出象」するかぎり，結果的にはいわゆ

がj濃解のうちに埋没4をさるをえないことになるのである

必楽する，経摂学の体系的理j鮮の

ぎったものではなく， されたか
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たちでの平均利i閏Jを前提することにより， I資本機能にたいして外的に資

本所有を導入し，ここから資本所有にたし、する果実として利子を説く」とい

う， w資本論』第 3巻の領域における理論的欠陥についても等しくあてはま

る事実である O つまりここでも「純粋な資本主義」を対象としつつも，その

形式的抽象の方法にわざわいされて，結果的には「純粋な資本主義」の内的

関係として，貸付資本と利子の範時をときえなくなっているのであるO

流通形態、の展開過程にしろ，総過程の発展過程にしろ，さらに価値法則の

根拠の論証にしろ，すべて「純粋な資本主義」を前提とし，そこから抽象さ

れた「純粋な」関係においてしか理論的に規定することができないとすれば，

そしてすでにみてきたように「資本論』における原理論としての理論的欠陥

は，すべて「純粋な資本主義」を前提とすることからではなく，この「純粋

な資本主義」からの諸範院の抽象方法に起因するものであるとすれば，この

「純粋な資本主義」の想定を排して，多かれ少なかれ不純な関係をふくむ「

現実の資本主義そのものを対象とするJ15) I原理論」の構成を主張する鈴木

氏の所説は，経済学の抽象方法における欠陥を，対象設定の変更によって克

服するという方法上の誤まりを犯すものといざるをえなし、。この方法的誤ま

りは， I現実の資本主義そのものを対象とする」氏のユニークな「原理論」

において，具体的にはどのような欠陥としてあらわれてくることになるであ

ろうか。

1) 前掲「帝国主義論と原理論 帝国主義論の方法について一一J100~101頁。

(以下「方法」と略称する。〉

2) I方法J100頁。

3) W網実J65頁。

4) W綱要J166~167J'l:。

5) W綱要J28頁。

6) W資J①119頁。

7) K・マルクス『経済学批判」岩波文庫版， 312頁。(以下『批判』と略称する。〉

め 『批判J311頁。
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9) Ir資JJ@1，245頁。

10) 官批判』

11) 宇野弘蔵『資本総の研究j321(0 

12) Ir資Hむ1挺頁。

13) ir資j(j)1951(。

14) 鈴木鴻…郎f1認値論論争J]59]主0

15) I方法J102J言。

2 

「純粋な資本ミ主義Jてど f諮提j として!原理論を構成ずる立場においては，

いうゴどでもなく 19世紀中議のイギリス資本主義が現実的に純粋fとの鏡I討をし

めし，その社会構成が近代的3大階畿による支配へと純粋イむしつつあるとい

う歴史的事実を，その理論的;思議の前提としている。これにたいし鈴木民は

この設舗における「世界資本主義は，堂界市場の関係、をとおして，イギリス

とし，

し，これたとおして…般的にはイギリス蕗

高品経済化とをおしすすめるとともに歩 ドイツ，アメリカなどをイギリスに

対応した特殊なかたわで資本来義能生産関係、にヨl入れたにすぎないの uのっ

て， t玄界市場をとおして援触するすべての能の語匿をー織に資本主義化した

、。イギリス自身の議本主義イむにしても

とする本来の資本主義的生産部門が他のすべての産

業部門会一様に資本主義的ゑ牒関係に引入れるというのではなしむしろそ

れぞれの部門に特布な高品経済的興係のもとにこれな議己の兇翻に編成する

とL、ぅ カミったとし らぬo J ひと詣議される。

の段階におけるイギザスの 開時に

接触するすべての能の諸殴てど一様に資本主義化

とめられている。つまり，イギリスととも

とおして

、」ことはー

る識者もし、なければ，そのような史突を実援した援史家もまっ

たくいなし、。しかしこのことが潟特に， Iイギジスの資本主義化jをもっ
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引入れるというのではなく，むしろそれぞれ

の部門に特有な商品経済的関係のもとにこれを関 揺に編成するという

にすぎなかったJと断定ぜしめる根拠となりうるもので、はなし、。というのは

この鰐擦は，斑惑にこの段階におけるイギリスの続皆様造の認議にかかわる

ものではなく，この経費構造の発践i傾向にかかわるものだからである。この

のいわゆる 一ーという点にかんナるか

の建築部門を一様にぎり，

!入れるというj鱗舟は史実として否定しがたいと思われ

るO 本爽，鈴木氏もまたこの「純粋J化のrJ窓向jをそれ自体として否定さ

れているのではない。 「イギリスを中心とする世界資本主義は，顎際的にも

酪内的にも，すでに自由主義段階におい1:， r純粋J化の鋲i勾とともに， !r 

さピ残さざるをえなかったといえるのであって， 70年代のいわゆ

る をとおして，帝国主畿の段階にはいってから，はじめ

しめられるにいたったというわけのもの勺はな

いJといわれるからでるる。

そこで問題はp ここで r11柔道紳jイとの鎮i勾とともにJ 残さざるなえなか

ったJとされる「不純な要素jについて， r長fll象的Jおよび f酪i今iむの そ

く同ーに取扱われ， しかもこれが「帝臨主義の段務J以後のそれと同

ものとして把撞されている

イギヲスが先進国として

うつってくるO

とげていく 、て，世界

とおし うけつ

い，イギリスの日5倒的に高L つ

ざ

れさ

ペ)，

あなえないことはいう玄でもなし、主主本的にはrut界の工場」にたいする原料

および食料を供給する了農薬繍jとして位量づけられつつp しかもイギヲス;こ

おし、てすでに一定の

ここなえっ~'Lる， こ*1，ら

しつつお

の資本主義化は， おいても，資
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本の蓄積様式においても，たんにイギリスのそれにたいしてー定のタイム・

ラグをともないつつ後を追うという単純なものではありえないことになる。

イギリス以外の諸国の資本主義化にともなう「不純な要素」の存在は，この

ような世界市場におけるそれぞれの特殊な位置と，その国の旧来の生産力と

生産関係とのあり方を前提として，それらが先進国イギリスの発展との対応

においてもたされる特殊な関係を考慮しないかぎり，その歴史的意義をあき

らかにすることはできなし、。

これにたいしてイギリス国内において，その「純粋化の傾向J1"とともに」

「残さざるをえなかった」とされる「不純な要素」については若干立入った

吟味を必要としよう O

鈴木氏は「資本主義的生産は，生産力の一定の発展段階において種々なる

社会のあいだに形成された世界市場の関係を出発点とし，これをその生存基

盤としつつ，その内部に特定の産業部門を生産基軸として形成確立された部

分的な社会的生産にすぎないJがゆえに「資本主義的生産はもともと，社会

の全生産を全面的に包摂し，あるいは他の社会関係からまったく独立して存

続しうるような自立性はもっていない」わと主張されるO

たしかにマノレグスもいうように「商品流通は資本の出発点であり J 1"商品

生産および発展した商品流通一一商業一ーは，そのもとで資本が成立する歴

史的前提をなす。世界商業および|生界市場は， 16世紀において資本の近代的

生活史を開始するJ3)のであるが，しかし「位界市場」は資本主義的生産の

生存基盤」をなすものではなし、。1"生存基盤」としづ不明確な概念が，氏の

所説において具体的に何を意味するか定かでないが そして後にみるよう

に，たんにこの「生存基盤」にとどまらずその他多くのこのような概念規定

の綬昧さが，資本主義的生産様式の歴史的発展を，商品経済の展開のうちに

媛小化しつつ一元化するいわゆる「商品流通史観Jにとって，欠くべからざ

る道具だてとなっているが一一，しかしこれを文字通り，資本主義的生産の

成立する根拠と理解するならば，事態はぎ、ゃくであるO すなわち「世界市場

および世界商業」を「生存基盤Jとするかぎり，それはたんなる商人資本乃
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って，産主義資本たりえない。資本は，その推進力をな

的動機をなすところの価値土器殖を，このような外部の市場欝係からはなれて

霞拘における社会的再生産遇税をとおして獲得される資銀労働者の毅余労働

に全間的に依存しつつ実現することによって，はじめ

として告己な確立するのである。この点、からいえば，殺

は，資本家的階級関係にもとづく剰余労憾の搾

取関係をおし、て他にない。

しずこカ:って i は 1;伎界市場jの「内部に特定の

として形成確立された部分的な社会的生産にナぎなしづといって

も，間関はこの f持率定の産業部門jの内務にかかわるのである。この

はまさに 、su diれていなけれ

らないのであって，たんに任意の生産部門で、はありえな¥，、。このことな

また f世界閣議室および世界市場」の発侠は，産業資本成立の

をなすとしても，いかなる時期の，いかなる

、ては，特定の地域における

もたら

との関連をとおして

し治ミあきらかになしえないということとも関連するので、忘るが，この

の産業部門Jは「資本の近代生活史Jを開始する了時世紀」以後の鐙史的発

おい'L，毛織物工業から高品経続的なにい根部門としての位置せどう，:[

てフ として篠立した綿工業とその鍔連産業部門をおいて銘はな

いのである。

f世界市場jを前鑓としつつ，資本家的生産議式名f確立せしめるためには

特定の地域一一イギヲスーーにおいて，土地た謀本的生産手投とする

造から，生産物言ピ基本的生産手設とする産業構濃へと転換しつつあるという

特定の生産力的発援を謀介にしなくてはならないが，この一定の

もとづく産業構造の結換過程は，ま

化して成立してい

F~ とし として ら決

定的に分離せしめる とお したのである。
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したがって産業資本が成立するために必要な「部分的な社会的生産」の資

本家的生産としての確立というのも，じつはこのような歴史的過程における

基幹産業としての綿工業の資本主義化のことであり， I資本主義的生産」が「

他の社会的生産や社会関係を広汎に外部に前提しつつ特定の産業部門を基軸

としてこれに商品関係をとおして外部からはたらきかける」という「自立

性」において把握されるというのも，このような基幹的産業部門が資本主義

的に確立展開するかぎり，他の付随的生産部門はすべてこの基本的な関連に

支配されざるをえないという運動機構をもっているからにほかならない。

じっさい，部分的産業部門にすぎない「特定の産業部門」が，資本家的生

産における「生産基軸」一一一これも瞭昧な概念規定であるが，われわれの規

定にしたがえば産業資本として確立した基幹産業部門の不正確な表現にほか

ならないーーとして機能しうるというのも，この「特定の産業部門」がこの

ような歴史的過程における基幹産業部門であり，基幹産業において資本家的

様式が確立するならば，この関係はただちに附随的な産業部門にたいし規制

力を加えることになり，さまざまな理由によって多かれ少なかれ資本家的生

産様式にとって支配しにくい部門をも，資本家的生産へと変革していくこと

になるのである。

マノレグスが「総じて，独自的・資本家的な生産様式は，それが一生産部門

全体を征服するや否や，ましてすべての決定的な生産部門を征服するや否や

相対的剰余価値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」として，この過程を19世紀中葉

のイギリスを対象としながら， I機械紡績業」と「機械織物業」を中核とし

て，関連産業部門がつぎつぎと資本家的生産方法によって支配され，資本家

的生産様式の支配しにくい諸部門も「大工業の背後のところどころに再生産

されるJ I特定の中間諸形態」のをもってあらわれる「長い間かかる」困難

な過程を経過しつつも，最終的には「急速に工場経営に転化J5) していくも

のとして，史実的にあきらかにしているのは周知のとおりであるO すなわち

ここでは「工業および農業上の生産様式における諸変革Jが「交通手段およ
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卒命、な必然、ならしめ，さらにこの γi議識によって機械

されJるにおよんでついに f大工業にその適合的な技術的基盤を創造

し自分自身の足でたよ めつに至るものとして拒謹されている。

ただこのlまあい，嘉幹産梁部門の資本主義化が，その他のあらゆる附船出

産業部門の らを 的マユヰブ

プグチ品プJ乃至「近代的家内労働Jとしい 、し適合的

るばかりでなく，これら においても

き最後の時が鳴J7) らざるをえないという点は，

で詳締に解明されているとおりであるとしても，なお考麗すべき若干の

がのこされている。

その第1は農業部門における資本主義化の鴇題である。周知のように

をもついC

し，

2次盟し としつつき お付』る

と識

しりとあJことによって多 f大工業がはじめて，機械

し農村認の大多数をど根本的に収

との分高謝部離I存rrきをど完成するJSめ〉とされ

しかしクラッパムの イ4ギdリス経努史俗第 1巻cij (1ω9幻2鍔6主年手T千:司む!

る資ヌ本k三念主L主:義1生f記乞むtにこたいつすFる銘第(2次器

いみみま11勧の決知的た予:霊祭についてはすけJ ろ否宏子守t1'見解釈結論づけている

ょうである。地域J.jIJ.時期別にみれば，

もたらしたといえなし、ばかりでなく，あおばあいに

もあらわ*工ているというの

る聞い込み運動の務縮については，

L 、ま とするかもしれなし、しかしこれは，第2次皆iい

おける確立とともに

イギリス農村においていわゆる 13

にむかq て階級鰐棋の純化部内が進践しつつあったとする

1どでも変夜ぜしめるものではなし、。というのは，これ
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他方において切らかにしているように，間し

はないにせよ， る

2 ノーブァグ t土じまる

ともなう「農村工業の

をとおして遂行する「マニュブァグチュブと農業との分離通程J9) とむすび

っくことによって， 1830年以後決定的に小;設の没漆，

よびおこしたという 。O

三'::r工、
」ソ 2 なるのは，この時期の

i民度の普及についてである。

とし，その自由競争会もって行動原

とって，

ることはいうまでもなし、o A ・スミスが，独占椴を賦

ゆえに排除したのは，かれの自

デオローグとしての立場ーから当然のことであったが， しかもなお

とともに f独点機がなくとも株式会社で、やっていくことので

きそうに忠われる卒業は，その会社の行動がし、わゆる千選…律にやって行き

るもの，もしくはその方法が単純で関等応変の必要がない芸評議であるJと

し

3 

ま合7]1:カミ:ニ

そしてこれら

めには 3

前

のが，

つこと

こと 11)とし、う

2には火災・水難・

よ

おいても了そういう

4には大都市への

ヲ

Qo  

もった

る議員Jjと方式にあてはめられるものである以上になお

くてはならぬ lとして， r第 1に，その事業そのも

してより大きい，より社会的な有用性をも

られているものであること，

る

てL 、 ~o る?こ

ートナーシッブ。投賓の限界さと超えるということである O
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そしてこのスミスの主張は， 1855年の有限責任法の制定までにおける自由

主義段階のイギリス資本主義の体制的自己認識としてのイデオロギーの一般

的表明であるとともに，現実の資本主義的発展傾向の正確な反映でもあっ

た。

じっさい泡沫会社禁止法の存在自体が，株式会社の発達にとって現実的障

害となったのではなく，鉱山業や金属業の一部に株式会社制度が採用された

点からもうかがえるように，経済過程が必要とするかぎり，法的規制をくぐ

っても企業形態の変化は進展せざるをえないのであるO しかし基幹産業部門

が，基本的に自己資本の蓄積をとおしてその固定資本的拡張をはかるととも

に，商業信用乃至商業銀行による銀行信用によって，その流動資本的蓄積を

おしすすめつつ，このような過程を付随的産業部門にまで急速に拡大してい

るこの段階にあっては，産業企業の株式会社制度採用への経済構造自身から

する内的要請が発生しえなかったのであるO かくて公共企業的性格をもち，

しかも個人資本の限界を超える特殊な部門にかんしては，このような基本的

経済構造の発展にとって，直接競合的関係にたちえないという点において現

実的影響をあたえないかぎりにおいて，株式会社形式の採用が許容せられる

ことになるO じじっ1825年の泡沫会社禁止法の撤廃にしろ， 1855年の有限責

任法の成立にしろ，この時代における産業への株式制度導入の主張ーーもっ

ともこれらの主張はまだ基本的には，今日の株式会社のような全株主有限責

任のそれではなく，むしろ合資会社形式を念頭においていたが一ーの主流を

形成したのは，基幹産業資本家ではなく一一ーかれらの意見を代表する諸商工

会議所の意見は分裂して，これら法案の積極的推進者とはなりえなかった一

資金供与者側と鉄道を中心とする特殊付随部門の代表者達で、あった。

ナポレオン戦争後，それまで主として公債消化にむけられていたイギリス

の過剰資金が方向をかえて対外投資や株式投資にむかいつつ，基幹産業部門

の好況とともに， 1824~25年のいわゆる投機ブームを現出しさらに1836年

と1846年の欽道ブームへと移行していったことは周知のとおりであるが，こ

れらの過剰資金の形成過程やその所有階層についての実証的解明はまだきわ
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めて不充分のようである。しかし基本的には，先議資本主義嗣としての巨大

の増進が，当時の世界市場内部においてイギリスに特別な和謂獲得

あたえた点をもって，このような議穀資金の根本的形或探国と

ろう。すなわち当時のイギ Fスの基幹産業の生産力の発主義は

当該部門において島日蓄被害fとおして急速に資本主義的発畏をおしすすめる

ことを可能にしfこのであるが，これにともなって生ずる後進留との

差は，豆大な邪潤を閤捺貿易を中心とする商人資本階j鈴こもたらすとともに，

また， 1846年玄で維持された穀物訟

に援けられつつ，地主階!穏に諒額の資金獲得を保誌いさらにこれら

な盟ザをする務中間賠Iの資金土器大を結果ナることによって，

拡大にとっ-cも法化しきれない膨大な社会治過剰資金を形成するにいたった

のである。このようにイギヲス産業資本の拡大の渦程を根本的な，しかし関

接的な隠密として形成されつつも，しかもそれゆえにこの産業資本の循環の

過程から政接的には排絵されたかかるi義務紫金は，あるlどあいには公鐙消化

へ，あるばあいには株式投機へと，あたえられた歴史的条件の変化によって

そのはけぐちを変えつつき 1930年代以鋒においては海外投資と ブームの

うもにl泉収されることになっ

こうして産業資本の確立と発議の前提となり，また結果となる市場の拡大

すと条件づける交議機関の整備という酉において，かかる資金が…定の投揺さど

うけもた売さられた。すなわちイギリス資本主義の生成議においては，31 ~ン

。バイグ選銘と渡海が， 1830年代以降におし、ては欽道が，かかる社会的通鰐

資金を荻収しつつおこなわれた交通機関の整備の中心的部門をなしたのであ

150 

しカミしここ のは，イギ 1);え 国際的環境においてしめる

特殊な{立撃さど恨拠として形成されたかかる と

っ℃不可欠ではあるが2討槌的な部門に吸絞されて，イギリス

た条件づけたというこのような特殊な経済鍔係は，けっしてそれ自身イギリ

ス資本意義の基幹稼業部門を中心とする発展と語化傾向とを否定するもので
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はないということ勺ある。むし

されて形成d

拡大過震から透接的には排除されて，

Sれつつ，その発展会条件づけることによって，イギザス

ら援助するという特容の経済議機こそ，イギリス産

自立的発展すと兵{本的に達成する形態なのぺとあった。

としてのイギリス ぐる

したがってこのよう

は，けっし

ょっ

られた，いわば全体鎖的な内治

りうるものではなく，たとえば1862年に完成した株式会社法のもとで、

高い涜産比率乃浅さ幼児死亡率なともなう，

hr広

角

ノ

d
d

い

ま

と

さ

た

よぶ群小株式会社の投機的積立におわらざるをrえなかっ

それ合側面から証明している。交さにグラッパムのいうよ

したが， の

も もなか丹 fこJし，また fつづく 14ふ年間に急速にその数が

したといっても，それは濯しく産業の経営競撲に影響されてそうなった

いJ12)わである。

かくて， イギ Pス

的関向とし，イギザス

a米する に排除しつつ，かえって

ょく切

」

される後進割合農業圏とし，イギリスを ft¥t界の工場j とする発展というの

も，このような経済構造の国際的畏罰にほかならなし…ーを綜揺したもの

岳由主義段階において現実的にあたえられたいわゆる資本主義の自立的

純化{収到なのである。

し，際史的発肢の基本

錦、勤力たなす生産力と生産関係の規開!謁係主??

このようなイギリス

のうちに られることになり，この発展{民向はそれ器身の民
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隠のうちに，潟121経済によって完全に支配された自蕊的な歴史的形成伶とし

て，ひとつの特殊涯史的な社会構成宮完成することを可能ならしめる。もお

にあらわれる「傾向Jにすぎず，しかもこのような「舘内Jが現実にその終

局的完成状態三どもたらすものでない以上，このような f額向jの究成形態と

しての は，マルクスのいわゆる 3泊、 Uこ

「とってかわjる人関の f抽象力J13)によって構成される以外?こなし、しか

しこの内治象j化作馬は，あくまで股史的傾舟それ容体が遂行する

とする f抽象jであるがゆえに，あらゆる盗慈的抽象作用とは

無縁な現実的拙象作用たりうるのである。

このよう いて，

紳J化の{政向をしめしつつ，しかも ることなく i割反せ

ぎるなえないという として，一方において「純粋な iJ: 

人間の「抽象カjなとおして構成ぜられる られつつ，

しかも他方において喪本主義の役界史的j及協は，この|純粋な資本来議」の

とはされた歴史的発民段詩論の形成さf要請することになるの Uのつ

て， 日楳ななす現状分析にたいして，このよう

れJ';1fまならぬとし、う

的支斑傾向としてしか存在しえないにもかかわらず¥人

主こりうること

つまり一定の時期，

として

の

あたえる

た。

ぎらjもるi'こ佼よ，

としな

るためのわれわれの[治

カJ しえないのであって，このような既史的な純粋化i傾向 ヴ

〈ヨ

かぎり， 欠く

ものとしなければならない。

ところが fイギヲス とする も，I潟i勾
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も，すでに鴎由主義の段階において F経緯j化の{頃向とともに， ~不純な要

ざるをえなかったといえるのであって， 70年代のいわゆる F大不

てから，はじめて

しめられるiこいたったという

畏の主張においては，一間では，告白

な[不純な要素Jと「圏内的j

ものではなしづという

とを，他閣では，自

段階において「残さざるをえなかったJi不純な要素Jと

~ r不線な要素田Jとを，どったく肉質的な「不純な要素」と

る

るこ

とによって，自治主義段階のイギ Pス読本主義における「純粋j北の傾向な

支配的なものとしてとらえる醍史認識が苔定されている。これは，われわれ

の純粋資本主義の f始象J の棋拠をなす堅史的事実~苦定するもので、あり，

したがって歴史的過程として現実に進行する競粋化 f傾向Jさと根拠とじて純

るという るものである。

この方法にかわって鈴木廷が提起される京理.5誌の方法は，

産はもともと務品調係なもってする他の社会的生産や社会関係との外面的関

がゆえに，

内的な対誌関係tこ，すなわち資本と紫労働との関係を基軸と

との内的な対筑関係に内面イじする欝係をもっているj

とする部分的金産にすぜない

，週揺がjな産業補還の過躍のう%に総括的に表現されるような，内的

な詣立的運動形式をあたえられJ， ["ここにこの自立的な運動形式をとりだ

しこれを謀理論として叙述しうるま畏拠があるJ14) tずるものぞある。

しかしここでいう「安本主義的柱建」な，罷史的に発生し，確立い琵1熱

る資本主義的生産様式の展開過程とじてとらえるならばヲそのような

は「もともと商品関係司令もってずる

係との外的関連をそれ自身の内的な対立関係Jに還元する力をもっていると

、うわけ』にはいかなし、。 いうまでもなく「生産力と設建議係との内

的な対立関係jを「資本と賃労働との爵係Jとして維持しつつこれな「墓

甲車j とする とは，自 るイギリス



鈴木怒誌の根不問題一「株式資ヌ封筒聴のJ:[':ll援を中心として一降旗 63 

としての えられるにす ，、-

のような を， 113社会関係の政治権力にたすけ

る り，ぎゃくに;閥熟撲の

しえない過程と

して事そ の処理主ど政治的関係を媒介とする と転換しつ

つある過程なのである。

なす労働力を・日

し」うるのは，

のうちに総括的に表現されるj 告自主義段階のイギ Pス資本主義をおいてな

いので、あり，ここにおし、てのみ「高品関係、をもってする他の社会的生政や社

会霞係との外的関連合それ詰身の内的な対立関係にJ 内面化ずるJことが

可能なのである。というのは，このばあし、においてのみ，イギl};九社会のさ主

と主主義関係との関連が，完全に自由な商品経済に支部された資本と

識との対抗関係と Lて規定されており，したがって向じ自由な商品経済をも

ってとりむずばれる対外関係は，すべてこの資本と禁労働と

変化はあたえても資的には影響せとあたえないものとして完全に間質化怒れて

いるからである。つまりこの f外的関連Jの f内的関係jへの転換機構とい

のも 3 じつはその「内的関係 i自身が結粋な商品形態安もって処理される

自立的発農道程をたどり，かつ「外的関連j も具体的には自由貿易関係のう

ちじ維持されるかぎりにおいてのみ争あたえられるにすぎずz

産の致実の発諜においては，ぞれは自由主義投銭のイギリス

、てほかにはないのでるる。

たしかに了外的関連J~ r内能関係」に転換せしめる

，自由なる外国貿易~媒介としつつ，

式の拡大をおしすすめた寄宿

協

として

れをひとつの議立釣競済的社会総成体として しめる現実的根拠をなす

ものであるが，このことは詩

、て11， の現実の
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はまったく斡議されていることな意味する。

ら， 摘もヲ n島l初期も， 了外的関連jを

的関係jに綜換せしめる機構はもちえないというよりもむしろ，この段障で

はかかる転際機壌の中主主たるべき「内的諮係J鴎体が，純粋な商品穀読に媒

介されたさ主賎力と生窪関係、との対抗際係として，の意味勺の「内

として自立的に存在しえず，この f内自係j が「外的関連j一一ぞれも

だ純粋な商品興係によって支配2されているのではなし、 1-外的関連J一ーなと

おして形成されつつある過翠勺あるか，または f内的関係J自身が「外的関

連Jのうちに分解されつつあるj義理にほかならなし、からである。

のような資本主義の各発渓段階における基本的経諒構造の援兵三ど然視し

て，一般的に資本主務的生設をたんなる f部分的な社会的役産jの

のうちに解消することによって，資本主義の謀怒を資本主義の堅史的発

としてとらえることは， Ê~殺の恕解としても誤っている

、ても.;その正しい理解合妨ばかりでなく，

られることになる。

いう

ると

るというばかりでなく，国籍者どもたぬという意味にお

いても見じく…絞諭として

ピド的にあらわれている。 I世界

に「模写;すること

もつ j15)という

ないということのうちにこの

もたJず

資

あらわれている。けだ L:t止界資本主毅j とは， r認欝関係すどとおして綜揺さ

の総体のJJIJ称以外のなにものでもないからである。

にもかかわ において「内面的jに 資

とは一体し、かなる「議事なのであろうか。

どのようなかたちでお;理論において一般的に模写されてい

るのであろうかは間

。Iガ法J103頁。 2) I方法J104頁。
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3 

としてはチ とし

て によりラ

ら，しかも

もってしではなおこ

な自己増殖部経として，

ざるたえなLづ1)として，ま

発点としつつ，

生産として

拠をもちなが

らを純粋

さ

出

されるも

のから，産業紫本の矛IJi謁率と貨幣資本の利子表彰とのl謁係によって探介される

ものに怒化j、ずる過穏なあきらかじし，さらに子皇室議議諜jをとおして fこ

の資本主義的生産の全体約編成の過根，札とくに「恐慌による破壊さとと

しておこなわれる不況識における資本主義的生産の全面的編成と一般的利潤

率の形成の載機能過程」幻を中心としながら説明される。ところが「固定設

備の恐慌による大設がj破壊を慕畿とする個々の議築資本の死活の闘争ーをどとお

しておこなわれるJf-この道程 Jv土， iJ既存資本締{畿の雄持増殖という

し，これにともなっ

よ深刻となり，資本にとっ

し，あるいはむしろ

がますま

してくるにつれて，いよい

ざるをえなし、。そこでこの

るものとして?なんらか とら
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らないが，

しうるようなもの

る倍加資本;的競争絞め負担と

ろう。このよう

ものがほかならぬ株式形態の ることはいうまでもなし、じじっ，

るものとしてあらjっtLるのャをある。

V 守、、r

Xこゐラ

し， これきどとおし

とはういうまでもなく，

るものではない。

的利料率の怒

よって

しつつラ資本

しえなくなったということであり，

る資本はまさしくこのことをみずから告白ずるものであるといっ

てよいjめというのである。

以上が鈴木氏によってあたえられた，

ける
時T，;:)。

そして，ここのような f株式形態における

みちて

も4

f じノ

の

したものが，はかならぬ原理読む

る」というのである。 Iーしたがって，

こそは，

り，こjい苦いて

りえない」のというのが鈴木氏

J 
b 

-，フ;f.l.~.つまLば， こ

、タ

00  

よ

にーまずこの論文の構成にしたがって，誌の科潤論，

じ

されう

ける徐式形

、るまえ

、て検討さピ
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くわえておこう。

ここでは「護資本の競争関係!な媒介とする利潤率の均等化叩!なもって，

f安本主義的生産がみずからな全体的に社会的生産としてj編成していくかた

ち」とされているO しか L り

として編成」するというのは，あらゆる人関社会に共還する経務的実体と

しての経涜原則!を，資本と労働との議おな移動を接介とじて，

はじめ

としての

る以外?こないであろう O つiどり

純粋な高品経済的機構の展開のうもに，

して，特殊歴史的なしかも自

として畠日会主主立、ずることであるO そして r資本給j 第 1

とおして，このような資本主義的生産の自立的生産;様式として

資本と賃労働との対抗関係なとおして完全に解閉されたの、ニラ

3巻において "" ¥ 
仏

具体的な諮形態を発見し

とする とは，し74β2って

とのj均速におい と

fかたち;をしめすものにほかならなし、。だから

られることを明

の畏癒をとおして，

とてKi語;えj しうるもの"亡、ある

ことな論証することであり，もしも しえないと

みずから として編成し」えな

いニとになる。といってこのばあい， の達成，

いうのは，諸資本の競争の結，キIH関本は均等化され，したがって

ここにおいて競争は完全に弄止し，あらゆる商品は生産価格によって究資さ

れる，いわば完全な均衡状態が成立することな滋味ずるので誌もちろんな

L 、。 SE討議ゃに媒介された無政府的生産とレ℃の資本家的生産においては，
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至たえざる
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よる競争の制約なともないつつ，他方で誌生産力の変動

と供給のたえざる変化のうちに，この競争遇税が遂行され

も Iたえざる不均等の均等北j乃

おい

として貫徹するというのである。

もしも鈴木氏のいわれるように と

されてし、るとし、うことによりJ rこ

ーせられJ，

がで、をないとするな

とし

的生産様式は白

いうことな，

でもなし

もってしてはなおこ ること

と

ということを，意味する なにもの

['2 

るならば 〈りかえしていう }こでし、う

とは，たえざる

さと競11j~する

i謁{系の形成によっても，それ

されうるものではなし、じっさい鈴木氏の

礎Jは れるの

されえないばかりでなく，

にあっても， 了一般的利料率の

~ 

fど

、てはいかなる

もっても，ついに は達成されることなく終ってい

るのであるO

民は，

とL、うこと

おける「株式形態、の資本Jは f資本がもはや現爽釣には資

の全体的編成さご科務率の均等イじなとおして実現しえなくなった

り，株式形態における資本はまさしくこのことをPみずか
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白するものであるJと宣言される。しかし氏の「原理論」にあっては，もと

もといかなる資本家的機構においても「資本主義的生産の全体的編成を利潤

率の均等化をとおしで実現」しえたことはなかったので、あり， I利潤」範院

にしろ， I利子」範11時にしろ，すべて「利潤率の均等化」を達成しえないこ

とをもって，その基本的性格としていたはずで、あった。

かくて「資本主義的生産がみずからを全体的な社会的生産として編成して

いく J過程を理論的にあきらかにすべき氏の「原理論」において， I資本主

義的生産の全体的編成を利潤率の均等化をとおして」は「実現しえなJいこ

とが論証せられ，いかなる資本家的機構をもってしても「みずからを全体的

な社会的生産」としては「師成」しえないことが確認される O これは要する

にヲ資本家的生産様式が自立的にして統一的な社会的生産様式としては存立

しえないことの証明であり，したがって資本家的生産様式の自立的生産様式

としての完成を論証すべき「原理論」の自己破産を「みずから告白するも

のJ以外のなにものでもないであろう O

とまれ，れわれわれは結論をいそぐ前に，ふたたび、氏の論理をおいつつ，

「株式形態における資本」の「原理論Jにおいてしめる意義を検討する作業

にたちもどらねばならない。

いうまでもないことであるが， I産業資本相互の競争Jは「利潤率をたが

いに均等化しようとする」といっても，個別資本が「利潤率をたがし、に均等

化」することを目標にして「競争」するわけ』で、はなし、。個別資本が最大限の

利潤をもとめて，自由にその資本投下部聞を選択しつつ競争する過程が，そ

の結果として社会的に利潤率の均等化をみちびかざるをえないというのであ

るO これはもちろん「資本主義的生産がみずからを全体的な社会的生産」と

して確立していることの，つまりその社会が白己を維持するのに必要な生産

物を資本の自由競争に媒介された分業関係によって完全に再生産しているこ

との表現にほかならなし、。そしてこのような個別資本の自由な移動にもとづ

く社会的再生産の資本による完全なる支配は， 18世紀中葉のイギリス資本主

義の内的構造として近似的にではあるが現実に確立されており，しかも「こ
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の近似は資本家的生産様式が発展すればするほど，また従来の経済状態の残

淳をもってする資本家的生産様式の不純化と混合とが除去されればされるほ

ど，ますます大きくなる」めものとして展開されつつあったことを現実的根

拠として，これを理論的に，したがって資本家的生産の一般的関係として純

粋に把握したものにほかならなし、。

鈴木氏においても，歴史的な展開をする資本家的生産様式を対象としなが

ら， 1これを原理論として叙述しうる根拠」は「資本主義的生産があたかも

社会の全生産部門をその内部に包摂し，他の社会的生産からまったく独立し

てそれ自身に運動するかのような自立的な運動形式を民開しうるというこ

と」のうちにもとめられていた。これは氏の「原理論」の内容も，結局 f資

本主義的生産」が「社会の全産業部門をその内部に包摂し」た「自立的な運

動」体として構成されていることの理論的解明にほかならないことを意味す

るものであり，かくして構成された「自立的運動」休としての「資本主義的

生産」の理論的に一貫した「叙述Jをもって，われわれは「純粋な資木主

義」の理論体系とよぶのであるO

そして「資本主義的生産」が「社会の全産業部門をその内部に包摂し，地

の社会的生産からまったく独立してそれ自身に運動するJというのは，根本

的には資本家的生産が，あらゆる社会を貫徹する経済的実体としての生産過

程を，その主体としての労働力を商品化することによって完全に商品経済的

に包摂していることを意味するのであり，これを基礎にしてその社会的再生

産のために必要な生産手段と生活資料とを資本の再生産過程自身の内で商品

経済的に確保していることを意味するO 原理論の生産過程論は，この問題を

資本の生産過程，流通過程，再生産過程としてあきらかにしたのにたいし，

「諸資本相互の競争関係を媒介とする利潤率均等化の過程」は，これを「社

会の表面で種々の資本の相互的行動たる競争」をとおして具体的に実現する

過程としてあきらかにするものなのであるO したがって「諸資本相互の競争

関係を媒介」として「利潤率」が「均等化」されるということは， 1諸資本

相互の競争関係」をとおして「資本主義的生産がみずからを全体的社会的生
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産として編成」していることを，つまりその社会の再生産に必要な生産手段

と生活資料とを資本の自由なる競争をとおして完全に確保していることを，

個別資本の相互関係のうちに表現していることにほかならない。

氏は「一般的利潤率なるものは，現実的には，たえざる不均等の均等化と

してのみ存在しうるにすぎなし、」とされるが， I一般的利潤率なるものJ:i， 

理論的にも「たえざる不均等の均等化Jとしてしか把握できないのであっ

て，しかもこれはたんに「・般的利潤率」にかぎったことではなく，価値法

則を基礎とする資本家的生産の諸法則は，すべてこのような運動過程をつら

ぬく全社会的な支配的関係としてしか把握されえないのであるO

しかしこのことは，原理論においては「資本はJ I利潤率を均等化しうる

根拠をもちながら，しかも利潤率をたがし、に均等化しようとする産業資本相

互の競争関係をもってしては，なおこれを達成しえ」ないことを意味するも

のではなし、。ぎゃくであるO 原理論における「一般的利潤率」範院の展開

は，氏のいわれるように，すでに「資本の生産過程」が「資本家と労働者と

の全体自g;な社会的関係を基il単!とする，全体としての資本主義的生産過程とし

てJ I設定され」ていることを前提として，この「全体としての資本主義的

生産過程」がし、まや「諸資本相互の競争関係を媒介」としつつ，いかに「み

ずからを全体的な社会的生産として編成」するかを解明するものである。そ

の運動過程におし、て「たえざる不均等」をよびおこしながら，しかも「諸動

揺を支配するものとしてJ9)一一これをマノレグスは「一般的法則として|と

同義にあつかっている一一「利潤率の均等化」が，つまり資本の自由移動に

よる再生産過程の完全なる把握がもたらされることが，この論理段階におげ

る資本家的生産の自立性の論証なのであるO

「産業資本の貨幣資本の一部が荷業信用および銀行信用を媒介として，

社会的貨幣資本として自立化しJ8)つつ，この社会的貨幣資本の運動によっ

て「資本主義的生産の全体的編成」が「補足」のされるというのも，産業資

本の運動過程が，すでに「資本主義的生産の全体的編成」を，その基本的構
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し、 していることを不可欠の前提としている。つまり，このよう

る」ものとしての f社会的貿幣資ぶj の「自立

千七J なすものは， (うーっし さすし、LV主

されているということによJ{5 

f制約jではなく，このような「援本的Ji舗約j

とゴゴして解決しつつも一ーもしこの「制約jが 本的Jに震築資本にとっ

て解決でさないと

りうることはできず，したがっ

とし しうることはできない らざる

をえない行こえ 自身なのである。

同IJi陪率の均等化jにたいして，まさに「補経由J役欝しか

あたえられないことは，氏の誘拐における i科子率によって媒介されるj

てもあきらかである。すなわち

には‘建議循環の過程とじてあらわれるJ 叫Ij子率によって媒介されるこの

ような烈11高率均等化の過程jが実際にしめしているように，不況識におL、て

tJ;レj

な生産力水

しえ

としてしかおこなわれえなし、そして

とする乃島加的かっ流動的

としての「好況惑の蓄積jにおいても， i信用はその性質からいっ

てjすでに不説期の蓄積過程において形成された資本破壊と

された「資本主義的生産の全体的編成jを，流通得用の授与によって「様

足Jしつつ， 「促進Jするにすぎなし、。だから産業循環の過程 iにおい

ても，つねに資本家的生産は，ある』ぎあいには刻、資本の破滅と整理をと

もなうJ， またあおまあいには比較的流動的な潜程をとおして遊行される p

個別資本の移設さと媒介とする「資本主義的生産の全体的論成J，すなわち

を達成しつつあるのであって，むしろこのよう
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的生産は一定の生産力水準のもとに，それと照応する「新たな生産関係の形

成Jをなしうるからこそ，生産力水準のより一層の発展にともなって，ふた

たひ、「新たな生産関係の形成」を全面的に要請することになるのである。す

なわち資本家的生産の発展過程が， I現実的には」きわめて律動正しい週期

的な「産業循環の過程」としてあらわれざるをえないということは，その生

産力の一定発展段階において， I個別資本的過程」をとおして「資本主義的

生産の新たな全体的編成がおこなわれ，一般的利潤率の新たな水準が形成さ

れる lということの具体的な表現にほかならない。

産業資本の遊休貨幣資本の社会的動員としておこなわれる資本主義的信用

機構は，不況朋の固定設備の全面的更新を中心としおこなわれる蓄積にたい

して積極的に介入しえないことはもちろん，好況期の信用を積極的に利用し

つつおこなわれる蓄積においても，けっしていわゆる流通信用以上の役割乃

至機能をはたすものではなく，したがって利潤率の均等化作用にたいしても

つねに「補足」的機構をなすにすぎない，ということこそ，資本による社会

的生涯の全面的包肢を前提とした「自立的な運動」体としての資本家的生産

の内部におけ』る信用機構の本質的規定をなすものであるO そしてこのような

信用機構は，他面において，個別資本にたし、する社会的資本として，利潤率

との関係において資一本の蓄積にたし、する社会的規制をはたし，いわゆる資本

の絶対過剰を，その特有の機構をとおして現実的に暴露しつつ，資本家的生

産をしてその発展した生産力に適応した新たな生産関係の形成へと転換せし

める媒介機構をなすことはいうまでもなし、。

しかし，だからといって鈴木氏の主張されるように，この利潤率の運動に

よって「準備せられJ I強制」される， I回定設備の恐慌による大量的な破

壊を基礎とする個々の産業資本の死活の闘争をとおしておこなわれるJ I不

況期における積極的な蓄積過程」は，一般的に「既存資本価値の維持増殖と

L づ資本の基本的要請と相容れない」とするのは誤りであるO

たしかに個別資本にとっては， I既存資本価値の維持増殖」こそが「資本

の基本的要請」たらざるをえないであろう O しかしこれはあくまで，一定の
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生産力水準を基礎にして，社会的生産を完全に自立的な生産様式のうちに実

現する総資本のうちに位置づけられた値別資本のもつ「基本的要請」であっ

て，個別資本は，このような資本家的生産様式の総体的関係の構成部分とし

て，はじめてその「既存資本価値の維持増殖Jという「要請」を，社会的な

「資本の根本要請」として是認せられているのである O ところが利潤率と利

子率との街突をとおして暴露された資本の絶対的過剰は，すでにこのような

資本家的生産関係が，全体としてその社会関係の基礎をなす生産力の発展に

とって根本的制約をなし，桂枯ーとなっていることをあきらかにしているであ

るO したがってもはやこの段階においては， 1既存資本価値の維持増殖j と

いう個別資本の「要請」は，資本家的生産の「根本的要請」たりえずヲむし

ろぎゃくに，その破壊と整理による新たな生産関係の形成，すなわち「固定

設備の全面的更新」こそが，資本家的生産様式がその完全なる社会的生産の

自立的支配を恢復する唯一の方法であり，資本家的生産様式の経済的主体と

しての「資本の根本要請JとならざるをえないのであるO

だから「この矛盾 (1固定設備の恐慌による大量的な破壊」 と「既存資本

価値の維持増殖としづ資本の根本要請」とのあいだの「矛盾J一一引用者〕

は，生産力がますます発展し，これにともなって固定設備がますます巨大化

してくるにつれて，いよいよ深刻となり，資本にとって現実の矛盾に転化せ

ざるをえない」めとしづ鈴木氏の主張は，利子率の運動を媒介として「新た

なる生産力水準」にたいして!日い生産関係を全国的に変竿しつつ「新たな生

産関係Jを形成する過程をもって，資本蓄積の展開をとおしてあたえられる

「資本主義的生産の全体的編成」の「現実的J過程とする，これまでの氏の

説明における資本家的生産の「矛盾」の把握とは根本的に呉質な「矛盾」の

把握のうえに立脚したものといわざるをえない。

「国定設備の恐慌による大量破壊」は，資本家的生産における生産力と生

産関係の矛盾が暴発し，新たな生産関係の形成のうちに解決せられる過程に

おける現象であって，いわば資本家的生産の矛盾の具体的発現形態といって

よいであろう O そしてたしかに「既存資本価値の維持増殖」という資本の「要
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され，ることになろう。しカhしだからといって

と， !既存資本題藍の経持増殖J

いて「矛Ji11Jするもの

いう

JニL、ぅ

とし

し、Jうミ

も， ¥， '''? tこん「既存資本側館j 0) 

内においては，

をとおざな

と

包J-

官どして くなっているのであり，

とおして形成された

において，はじめて

J

も f根本的要請j と

という儲別資本の

られることになるの

である。

ば，あ

よる全菌

その「要

ろう O ここのことは， しかしげっして

もので誌ないこと 、グ

Qo  

3 いうまでもなくあらゆる特殊歴史的社会に

おけると と りき j日未の生康弘!

り，

本{函値の隷:持」

しえないという点にあらわれるの

された髄J.lIjBちな

念体的な価値 i
.;;;，.~~γァ

e Q  

るぱあ

にたいする昔話践と

の政長良

をえないという点にあらわれる。つまり

いは， 1主主存資本jのもつ円綴佳j関係は，その

してあらわれ，より以上の{同組「増殖j

dhえないということになるC

おいて，はじめて

なとおしてしか，

る根本的誤りは，
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として認めらhる とし、う cL 

ミど，

76 

とし

....-， .~-
-l "J..， ること?こょっ ィっ

たなく f

じり し

ところで、， カミゑミる さhざるなえなし、。そしてこのよ

のうな個ZJIJ

L，子

しj うることにもなるのである。

資本と労働との自由な移動右前提とする「内的な自立的述動形式Jをもゥ

がますま十発露いこれにともなって国

したとしても，この「議小資本の破滅と整翠なとも

1・、
なっ

-c， 

dれるような， えら

なすもので

として窮!設し

ることの

あり i資本主義的生産Jが

れJた

てい」くかぎりにおいて，この

できない をえない。

もともと

しての) r-既存の

言
戸

ιーー

とおしてj遂行される

i義一翠は，よ主体的には「既存資本側値の緯持」

される過程としてあらわ

を高品イじすることによっ

の要請が，

しているのであって，

もなって， さど と
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として一降旗 77 

と

喪失 としてあらわれているの

としての規定性を

とは事このような

ならないのである O

らしえない

かくて ~ 'D' 

して確保

と

る

ら長えとし、うこと……ーヵ、力、る

しう

るO

ないが，

とのあいだの

るものとし'C，なんら

る{限7JiJ

し，あるいはむしろ ら

し

うるようなもの

がほかならぬ株式形怒の

らなし ろう。このよう らの

ることはいうまでもなし、。じじっ，それは

るものとしてあらjっjもるの

れにつきるものではない。それは，

の

2うし

守主， しfこJうし〉

て し，これなとお

ょっ

しつつ，資

るものとしてあらわれるのである。j総〉

ともな

J 
'::) 

ょこ Lう

って生ずる了矛j首Jの f解決jが，

のとして，あるいはむしろ

として組定されている

の f解決一!のひと

，氏の方法の特異性をしめしてい

るo しカ通 J.. 

的「矛盾‘Jは， rみずから

立的運動形式Jの股開過程をとおして

と るその「自

されるものであっ，またかか
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内的な自

JE， 

るの Mと?ある O

と

となっ

り，

カと

j雪!な，
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のうわにその[、矛盾J、会「解決j しうるからこ

らを全体的な社会的生盤として織成j しう

ばわれることなくラ

ることであ

るj こと"亡、ある iJ込カミる

として

るものではない。それは，この

とL、う

としてあらわれる

1至蛤となっていること，つまり

しうるカを

と，労働力

していることにほかならないという点 ろう C

L 、ったい よっては労働力

という 「矛活Jを， マo 

にたつした

を[

ることなく，たんに るj ことによって，し、カ￥

;こして しうるというのであろうか。もともと 乙

は， s 的に遂行しうるものではない。

る「矛盾Jの その i矛盾jの f由選jの結果た

転嫁する って，こ令部門の「王子j爵jをより深刻イじするものと

思するにす 、。もしもあらゆる部門が，その

しえたと wすれば，その ii， 

とおして「絡部資本Jにさら

J 
古

鈴木氏は

をはかることにならざるをえない。

と

したがっ

.~ ~，.
C'δ、

しつつ多

して，
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したままさまざ玄の利潤すと科子率に還元Jする点にもとめてお

られるc しかし誌の了株式形態の資本jの必然、的発生の根拠は，恐慌をとお

して発現三ずる資本家主円三塁王:様式舟部の生産力と生政関係との矛盾にあり，そ

となってあらわれる

治二、 ょっ
~ 

、温 しずょところ彰できし る

自 しているという，こ もとで

。〉

ろう cじっ;d，-，

はなんら止場しうるものでないことは明詣であ

、して増大した生

の「自大化jiこともなって，

活」の f解決j乃至

される過寂が，

による新たな

るものとしてJ色t謹 ð~れてし、

7こは み。しかし氏のし

したまま谷まざ るJ過程は，なんらこ

を f解決j、ずるものではなし、。ここで、

は，生産ブJと生産関係の予震jおよびその了解決Jの過穏として出発した

iJ~ ，途中で

りかえられてしまっている O

とナりかえられた，この るい

しかし根本的には，

の間)閣にすっかえられたという

はっしていたのであゐ。

とすら科翠J~与の均等化J による以外に，

として翻成しJえないら

~うっては，もともと の増大にともない各雌業部門の爵定資本は
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大jずることはあっても r巨大化jずることはありえない。

にもとずいて，あらゆる 可

〈主 の増大も，絡島

とす

全体としての生産力と

よって解決され，さらに

も 1既存の

おし、て?

れるような》 内的な自

下このlヨ

る。しずこがって， このように

fi， とする

もたらすものとして，

として編成してjいるの、である。

これにたいして氏のあげる

うな「内活的に模写Jされた「自

ける

一一…-1こ:f，，¥'、

化J 〉・

」

自由

ともなっ

〉

び〉

L， しずニヵ:って

されるかぎりに

‘ら

される以外

さhた I1ヨ

なとおし

らを:eE:

とは，たんにこのよ

く，

自由な競争さどもってしては，その f全体的な社会的生設としてJの

ないというかぎりにおける子関定資本j の

る。つまり「資本主義的生惑がみずからを全体的な社会的生擦とし

しJうるかぎり の増大とはi玄別されているという点に

こそ の るの

氏のいわれるように「劉定設鑓Jの「目大化jにともなって，

的編成Jが f恐謎による大2量的な毅嬢を基礎とする倍々
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資本の死i慢の によっては「解決J'd ， 111歯車1資本的な競争戦の

と犠牲な関瀧Jすることによってしカミ処理できないということは，この

の「医大化」が，特定患蹴昔s門における「巨大化」であって，

このよう すでに ら

しJうる詑ブj

の f集中j と

いただ特定生産部門にお

ける によって，したがっ

いするその よってしか，自

で、をなくなっていることを表現しているのである。

しかし， r資本主義的生産の自立t肢を内面的に模写Jした

においては，資本家的生産の会運動は，基本的には資本と賞労鱗と

、て，機構的には{隠5.J1j 自由な競争関係において，

されざるをえないために，

P ノ

の内部においては， の

として

の「路定設鍛jの f巨大記jはみち だしえないということにある。 1860

はじまる製鉄部門における

の飛躍的増大が， る資本蓄積議式とのi議議においても

つ，その特殊な意義を前提しないかまり 1閤定設儲jの

ることはできないのであるが， r社会の全生産部門主どその

L.ラ{也の社会的生産からまったく自立してそれ自身に溜動ずるJものと

しての f資本主義釣生産の自立性合内謂的に模写Jした「原理論Jにおいて

は，そもそも 「内面j化の過程にオ叫、て，

門の他生産部門にたいする資本簿畿按式における奥野除法すべて播象され，

「適期的な産業指潔の潜殺のうらに総括的に表現されるような多内的な自立

的溜動形式Jを達成する資本家的機構の構成要素としてのみ，錦部資本は範

されざるをえなかったからである。

もっとも歴史過課の「際理論Jへの「内面化Jすどこのように主主解すること

は， 誌の真意を損うことになるかもしれなし、たとえば氏は f資金や労働

力jの f原理論Jへの「内酪化jについて，つぎのようにのべておられるか
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らであるo I前掲『帝国主義論・上』では，原理論が『純粋な資本主義』を

『前提』するということと対応して， r商人資本ないし金貸資本による蓄積

資金や，地主・農民その他の独立小生産者，さらには自由職業者・労働者の

貯蓄等，種々の形をとった資金』や， rマノレグスのいわゆる〉潜在的過剰人

口くや〉停滞的過剰人口くないし〉相対的過剰人口の沈澱層くにあたるも

の』は『原理論では捨象される~， とせられている……。けれども……この

ような資金や労働力も原理論のうちに内面化されうるとしなければならな

い。まず資金についていえば，銀行に預けられることにより，同じく銀行に

預金された産業資本の遊休貨幣より成る資金と同じ性格のものとして処理さ

れうるしまた労働力にしても相対的過剰人口の一存在形態として処理する

ことができるのであり，しかも，その処理たるやけっきょく生産力の増大の

問題に還元されうるので、あって，原理論において『捨象』されるわけではけ

っしてない。Jll)

しかし氏の「原理論jにおいても，産業資本の循環の内に形成される遊休

貨幣資本以外の雑多な諸階層の資金は， I銀行に預けられることにより，同

じく銀行に預金された産業資本の遊休貨幣より成る資金と同じ性格のものと

して処理されうるJとしづ理由から，またさまざまな原理的に規定されえな

い過剰人口は「相対的過剰人口の一存在形態として処理することができる」

という理由から， I原理論」の「うちに内面化」されることになっているが，

いかなる理由からにせよ，いったん「原理論」のうちに「内面化」されたか

ぎりにおいて，これら諸範|時は， I原理論」を構成する資本家的機構乃至運

動過程においてその経済学的範院としての独立した存在形態を喪失している

のであり，このような原理的に異質な諸f随時が「原理論」構成の過程におい

てその範階的存在を喪失する関係をもって「原理論」構成の過程において

「内面化」されたものであるとしても，または「捨象」されたものであると

しても，結局「原理論J体系からは「捨象」されていることには変りがない

であろう。 じっさい資本家的生産の基本的関係のうちに「内面化」された

「他の社会的生産や社会関係との外的関連」における諸範|時は，この資本家
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的生産の「自立的運動形式」においてはその存在があたえられず，したがっ

て， 1資本主義的生産がみずからを全体的な社会的生産として編成してい

く」過程の体系的総括としての「原理論」においては，このようにし、ったん

「内面化」されてその存在を喪失した諸範院は，論理的展開過程のうちにふ

たたび独立した範院として措定されることはありえないのであるO

生産力の増大にともなって，産業資本的蓄積様式をもっては処理しえない

「固定資本」の「巨大化」が，特定の生産部門に発生すると想定すること

は，本来外的関係を「内面化」して「自立的運動」体として措定された「原

理論」における資本家的生産関係一般のうちに，この「内面化」過程をとお

して「捨象」されているはずの特定の市場や産業構造，資金関係などを，論

理的展開をとおさず外部から宿輸入することにほかならなL、。

すなわち，かかる操作は， r資本論』やレーニ γの『帝国主義論』などに

おし、て， 1自由競争」による集中，集積をつうじて「独占」の成立をとくば

あいと同様， 1市場の一般的規定のうちに特定の範囲の市場を暗黙の内に導

入したり，特定の産業における偶然的事情を想定したりすることから，原理

論を骨抜きにする」ものであり，かくして想定された「固定設備」の「巨大

化」乃至 Ir独占』概念は，段階論的な歴史的性格を失って，原理論的外観

をとり，最近の資本主義の特殊の現象をも，資本主義に一般的なものとせら

れるのが当然という J12)理解をうみださざるをえないことになるO

そして 120世紀のはじめころまでにはイギリスにおいても， ドイツにおい

ても，またアメリカにおいても，ほほ一様に資本市場としての証券市場の確

立をみJ 1一般産業株もこれをとおしてはじめて社会的流動性を獲得するに

いたった」という「世界資本主義の帝国主義段階に特有の資本市場の確立の

事実を内由化して写したものがほかならぬ原理論における株式形態の資本な

のであJ1めるとされる鈴木氏の宣言において， 氏の:1固定設備」の'1巨大

化」をもってはじまった「原理論」内部への「特定の範囲の市場」乃至「特

定の産業における偶然的事情」の「暗黙の内」における「導入J，およびそ

の結果としての歴史的段階規定の原理論内部への一般化による溶解の作業は
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ることになるO

託が「一般的建築株式の社会的流懇化の実現Jといわれる

おし、て，これは実際には f既存の流通市場の

というかたちをとるJことであるとされるとともに，

めにはずでに汗大不況期』をとおして株式形態による

い，一方に

、りこむ

いて，そのた

し，

して」いるという事実が前掃されざるをえないとされて

いるのであるが，しかし f既存の流通市場Jとじての証券市場は，たんに産

ともなって， ¥，、かなる国においてもおまぽ一機にJ形成され

てくるというものではなく，その簡の紫本主義イヒが爵i祭主号諜境においてもつ

と時期，およびその醍史的前提としてのj自社会における経済関係などに

よって梶本的に黙っらてくるので、あって，それは銃券市場自

本の発援にとってむしろ外務率携をなす社会的資金の存在形態によって規定

されざるなえない以上当然のことであろう。そしてまた「株式形態による

にもとず、く子巨大株式会社jの「成立Jにしても，けっしてし、か

なる いても るわけではなく，それぞれの際にお

L 、

場や資本市場7';主産業構造の持者の状態に規制されつつ，

程をしめすことになる。

このような「各関 2こよって

?ニー選

して，たんに形式的な

のみをもって，

一設的かっ事基本部な規定」とするの法，

された

的に，盟交過程の形式的単純化を遂行するものにほかならなL、。

として

おいては， るかぎり，たとえば資本家

，主E毅的独占体の形成， と銀行との

癒着など，あるいはまたレ…ニンのいわゆる 5つの指探JのL、ずれか，た
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とえば「資本輸出が商品輸出とは別にとくに重要な意義をもっていることJ，

「国際的独占的資本家団体が成立して世界を分割していることJ，1地 球 の

領土的分割が資本主義的最強国により完了されていることJなどのど、れかひ

とつをとって， r帝国主義段階の資一本の一般的かっ基本的な規定Jとするこ

とも可能であり，各国の特殊事情によって，その「基本的な規定」がより強

く，あるL、はより弱くあらわれているにすぎないとしても処理することがで

きるからであるO

しかし氏はこれらすべてを排除して， r帝国主義段階の自由主義段階にた

いする基本的な，しかも主要諸国に等しくみられる一般的特色」をなすもの

は「一般的産業株の流通市場の確立以外にはありえないJとされるo rその

しかる所以は，帝国主義段階の現実をも内面化して模写する原理論が，ほか

ならぬ株式資本をもって資本主義的生産の全体的編成の最後の窮極の形態と

しているということにあるJ1めというのであるO

まさしく論理の撞着というべきであろう O さきには「原理論」における

「矛盾」の窮極的な「解決」乃至「回避」の「手段Jこそ，ほかならぬ「世

界資本主義の帝国主義段階に特有の資本市場の確立の事実を内面化して写し

たJ r株式形態の資本Jであるとされていたのにたいして，ここではぎゃく

に「帝国主義段階」の「基本的Jr一般的な特色」は，その「原理論」にお

いて「株式資本」が「資本主義的生産の全体的編成の最後の窮極の形態Jと

して措定されているがゆえに， r一般的産業株の流通市場の確立ということ

以外にはありえない」とされているのであるo r原理」論における「株式資

本」の展開は，帝国主義段階における「基本的J r一般的な特色」を「内面

化」したものであり，帝国主義段階における「基本的J r一般的な特色」は

ぎゃくにこの「原理論」における「窮極の形態」によってあたえられるとす

れば，当然「原理論」における「窮極の形態」と「帝国主義段階」における

「基本的」規定とは一致せざるをえないであろう O しかし遺憾ながら，この

「原理論」と「段階論」とのみごとな統一的理解に達するためには，通常の

理性にとっては論証の悪循環をおかさなし、かぎり不可能であるとし、う致命的
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欠陥が存在する。

「原理論は帝国主義論の対象をなす世界資本主義の閥熟の過程をもとうぜ

んに写すものとしてあるJ15)とLづ鈴木氏のユニークな経済学の方法は，た

だこのような論理の悪循環によってのみ基礎ずけられざるをえないという点

において，たしかに画期的な主張で、あった。そしてかかるユニーグな方法的

基礎上において，はじめて，一方では「回定設備」の「巨大化J乃杢その

「矛盾」の「回避」という概念をとおして「市場の一般的規定のうちに特定

の範囲の市場を暗黙の内に導入したり，特定の産業における偶然的な事情を

想定したりすることから，原理論を骨抜きにするJとともに，他方では「巨

大株式会社」としての「株式形態における資本」乃至「一般産業株の流通市

場としての確立」とLヴ概念から「段階論的な歴史的性格」を剥奪して「原

理論的な外観」をとらせ， 1最近の資本主義の特殊の現象をも，資本主義に

一般的なものJとする，氏の作業は完成されえたので、あった。

1) 1方法J107頁。 2) 1方法J109頁。

3) 1方法J110頁。 4) r方法J111頁。

5) r資』⑧75頁。 6) r資』⑨263頁。

7) r資』⑨270頁。 8) r方法J107頁。

9) r方法J109頁。 10) r方法J109~110頁。

11) r方法J106~107頁。

12) 宇野弘蔵 n資本論《と社会主義JI200頁。

13) r方法J111頁。 14) r方法J112頁。

15) r方法J105頁。

4 

以上にみてきたような鈴木氏におけるかかる方法的錯乱の原因は，より根

本的には，自由主義段階におけるイギリス資本主義の「純粋」化の傾向を根

拠として， r外的関連」をともないながらもその自立的運動を拡大しつつあ

る過程を「内面的に模写」するという「原理論」に特有な抽象方法を，その

方法的限界を無視して「世界資本主義の帝国主義段階」にまで拡大した点に

あるといわねばならない。
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「般の社会的生産や社会関係との関連も，商品流j遣をとおしておこ

る言電話1生産物の使用儲館前転換過程一般として，資本主義的生践のもと

「外的関連j の「内部的J

ける

され，

されるj という氏のいわゆる

の機構が成立しうるのは，

との終斑&Ir経済的関連によって規定

して，この基幹産議の運議選総の展開のうちに完念に支配されつつあるとい

う，特有の生産様式会誌提とし℃はじめて可能なのである。

ぺこは，一方で、はこの「立大株式会

社jにおける資本関係は，大株主と小株主と

分離，支配集中機構の展開，

く資本議装疑携の裁蹴などを内位しつつ，

，資本の所宥と交記との

との特殊的関連にもとず

、し純粋に資本一段乃

三笠その構成可除部丹としてはあらわれえなくなるとともに，彼方で、はこの企

もまた，他のf阪入企業や中小株式会社の労働者乃斑は小生

産穏や他の被支配階層と紫的に産別された労{勤務としてあらわれるりどのっ

て，総じてこの「短大株式会社Jの蓄絞殺式は一定の時期およ

画内関係における特妹的条件に規定されてその具体的なあらわれつげは兵なる

とはいえ，…般的にはもはやその来I]?関の基礎を純粋な資本と労織との対抗関

うちには保持しえなくなっているのである。このような窪史的に規定さ

れた特殊部箆係な捨象して I巨大J株式会社」の基本構造な，資本と

との…般的関係として把握するならば，そもそも議議資本にたいして

株式会問枕Jを箆鰭蔀にiR7.llJしたこと

自白主義段階の資

、て， I他の社会的生塗

との関連jを「潟品流通をとおしておこなわれる

j部面銭的転換過程一授として，資本主義的生誌のもとに位摂された労働の主主

る機購はまったく されているとしなけ
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らないであろう。

あっても， ;らっても，

)- 、j としても

もちろんわれわれは，このように両段階の経済構造女形式的に一般北し

ることはできないと考えるが一その「義戦 r産業部門J

まったく変紫し，帝国定義設!I替にあっては，この「基軸J

自身が;その基本的関係~，その内室長に「句摂された労働の生議力一般

の増進j の関係のみによっては競定されえないものとなっているのである。

つまりことでは「外的関連としてある資本主義民生産の諮立性を内語的に撃さ

る」といっても，、すでにこの 化する主体 13~きが喪われているの

り， 自 は，むしろ|外的関連j のう

るものとして統一性を欠落しつつ，その議議議織は外的関連な媒介とする

対立関係へと変質せしめられてし、るのであり，したがって，かかる「世界資

の殺陣主義段階J合対象とするかぎり f自立的な議鱗形式をとりだ

し，ょこれを原理論として叙述しうる 立客観的にあたえられていないの

る。

ところで?ふの!飽の社会的生産や社会関係との関連も，商品流通さどとお

しておこなわれる高品生牒物の使m鍾f霊的総換過程一般として，資本主義的

のもとに包摂された労撒の生産力一般の増進の問舗に還元されるJとい

う，資本家的生産の特者の運動機織を前譲として， r外的関連としてある

鴎立世を内罰金ちに模写するJ，-罪捜論Jの方法をとかれる鈴

木氏の主張の援機は，おそらく F資本設Jにおける外霞貿易の処迎の仕方に

もとめることができるであろう。

トーーたとえば f矛IH罰事の間向的{n;蓄の法郊J

ト二「反対する諮掠悶Jの考察一ーにおし、ては，

ヌドの諸要素吉ど低態化，また一部的に必要生活手段…ーを議議化するかぎりで

は，外国貿易は科務率を高める作用をj し， 1"他閣では，ま

べての可変資本の減少，したがって利潤ネの低蓄を促進するJとして，



として一降旗 印

とめ，かっ「外陣貿易の拡張

その進展につれ

るその欲

となったJ1)として，

dhている。

しかし外

もなjいものとして f

じ

と

い 2) と冬れている。つまり

しないj としても，

したが

って

-および

はiどっ丈こく

とも

;:;;'oJめとし、う る。

る，

htょ

2 

d 

る具体的

話[7診議J ほかならないのだから，これはま

につう ろう O

る，このよう

よって方法的に監理され，つぎのよう

十
4m

されているO
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「資本主義的生産がその社会の基本原理を商品経済をもってするというこ

とは，他の社会関係との関係を商品経済をもってしながら，自らはそれと異

った原理をもってする社会と異って，一方では自らの社会の経済的過程をそ

れ自身に動くものとして純粋の形で取扱うことを可能にすると同時に，他方

では実際上は対外的な商品交換の関係をもって発展しつつあるにも拘らず，

その社会の全面的な資本主義化の傾向を基礎にして，全社会の資本家的商品

経済化を想定しうることになる O 対外的な商品関係が，最早やその社会の原

理と異質的なものではないからである。J具体的には「イギリスを工業国と

し，他の諸国を多かれ少なかれ農業国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J l'外国

貿易は資本主義社会にとってはその社会関係の拡大再生産を促進するものと

して役立つに過ぎないので、あって，理論的考察にとっては個別の要因を加え

るものではない」から「理論的にはこれをイギリスの如き一社会の内部に移

して工業から農業に歪る全産業部門が資本主義的に経営された場合の園内市

場として理解してよいことになる。J4) 

つまり鈴木氏がし、われるように「資本主義的生産は，もともと商品関係を

もってする他の社会的生産や社会関係との外的関連をそれ自身の内的な対立

関係に，すなわち資本と賃労働との関係を基軸とする生産力と生産関係との

内的な対抗関係に内面化する関係をもっているj としても，それはこの資本

家的生産自身が，あらゆる社会形態を通じて人間社会の経済的実体関係をな

す「生産力と生産関係とのJ l'対抗関係」を，純粋な商品経済によって媒介

された「資本と賃労働Jとの「対抗関係」として完全に把揮し，したがって

「資本と賃労働」との「対抗関係Jをとおして，純粋な商品経済的機構のう

ちに「自らの社会の経済的過程をそれ自身に動くものとして純粋の形」で処

理しうるかぎりにおいて成立しうる，対外関係の「内面化」機構にほかなら

ない。

したがって「生産力と生産関係とのJ l'対抗関係」がまだ完全に商品経済

的関係のうちに包摂されつくさず，資本にたいして全面的に対立する労働力



自
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の分解過震をとおして形成

として一降旗 91

る発生期の資本主義におし、

る特定生産部門における

る1¥i'iI部資本の議

てはもちろん，生産力

の「包大化Jを基軸とし，

争の制約と資本と賃労働と

、ても，かかる対外関係の

の変容を内包する

の機構は喪われ

る。つまり，ここでは対外関係な「内面化」する主体として

議長?が，まだ，之さるいはすでに r自らの経清的過程をそれ自身に動く

ものとして純粋の形jで、処恕しえず，したがって f週期的な産業備環のうち

れるような，

だから，もともと存在しない「岳

じて叙過しう」べくもないことは，

たとえ

自立的形式をあたえら;iりていないの

とりだしこれな臨思論と

し自拐であろう。

し流動イじする

、てはじめてみられたところのもので、あり，告

う

これのみが告

と区別された唯一の

ものであるJとしても， 了このよ

の資本市場の確立の事探Jをもっ

、じて帝国主義段階のもつ，その他の諸特

にはいかない。鈴木誌における独患の帝蕗主義段潜の

徴づけ」にみられるのは，臨泊三友達義段階の「資本の交的かっ議本釣な規

たる産業資本形式にたいしむしろそれと同じ意味においては f資本の

一設的かつ基本的な規定J~あたええないという点において，その綿布の構

もつ金融資本概念にたいする方法的配慮の欠如であり，その結果として

の「帝雲君主義設F誌における資本の一般的かっ基本的な規定Jの法意的な，し

たがって観念部な器、定にす

鈴木氏による

義の帝国主義段階に特有な

、。

は，立界資本主

して写したものが

ほかならぬ原3m輸に

法がおかれているの

る株式資本なのjだとする，致容の「原理論jの方

とおりであるが， 下世界資本主義の帝密主
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由
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とは， mi 
され，

主事¥hとしつつし

の畠 としての完全なる自

d:i体の形成と

ならないので、あって多 3どさ

の欠落をもってその経済機構の製本的特色とするも

島弁におい--Ci自立的な運動形式J'{ど爽失している帝

問主義設賠の資本にとって， 子外的関連Jマピ「内面的に誤写するJj幾擦をえ〉

ちえないこと る。 カ注力ミる として，なお

による f外的関連」の「 るとすれば，

は資本家的生産が19散紀中葉のイギリスにおいて，はじめて完全なる告

よる純粋な蒋品経済を自己の諒理として確立したこときf基礎とし

て， !3由貿易による対外関係もその原理との向笠性のゆえに，

ギリ 内部関係のうちに移入して担撰することが可能となったという

と限度に7こし、ずる完全なえら無理解むもとずくものと

ざるなえない。

「内国」

欠如しているとともに，

って対外的には髄由貿易による

化の媒介機構一一議

において

そうとしても，

よる， しずニ力三

つ

で，しかもなおここにおいてこの「内面j

している

しようとすれば， 戸
ク

く歴史的な現実民社会構造と遊綴して，鈴木氏の観念のうちでのみこの il対

露j化の作業がすすめられうるにすぎず多したがってそこで f写しjだされ

は， s霊史的展開過程弱体がその抽象イむと理論的記j震の根拠をあたえる

と興って，溶意的な，したがって観念的な誕怠に墜さがるを

えないことは必然的となる。

だがこのような氏における

は，一体的故もたらされたの

および段措論における

化の論認の態度をこえた逸脱と濫用と

ろうか。われわれはここでふたたび原理論

の取扱い らねばなら
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も、。

。『資j⑨346頁。

3) nをJ ⑦616~617J変。

のず資Jl@343頁。

4) 宇野弘践す恐慌論JI42~43貰。

5 

でもなく R・じノレブァー

は， r銀行によって受話~ð

文語5的な資本形態としての金融資本を，自

えたのは，いうま

った。かれによれば「金融資本」と

よって流用される資本Jであって，

この「金数資家は株式会社の発践ととも

るjめとし、う

た。そして，それ自身は金融資本によっ

点化をもってそ

されるj といういわゆ

~ I喜子定の否定Jの論理主fとおして i金融資おみ;は，高利貸資本と

との綜'合であって，しかも経済的発!肢の総経により

ものとするJのものとして.;をの特布

あたえられているのである O

のようにラかれの「金融資本」の規定にたいじ亡はテ根本的には，そ

れが主として「銀行資宗と産業資本との議若山!の傾向が強くあらわれるさ当時

のドイツの特殊な経済事情を線拠として務成されたもので、あって，

よび時期的にさま 2ぎまの様相においてあらわれる

形式を，かかる規定において一般化することは誤り

く加え

でにみらびいたほ

そのなかIこ，もっとも

，それが，独占にみちびきつつあり，

っしてL、るとL、うことにずこしrする

ひと シ

さ

れていないというかぎりでは不完全であるバとする批判，およびそれにカ追

わって提出された「生産震の集積，そこから発生する独占，銀行と産業と

合あるいは癒着，一これらの点に金融資本の発生史と金融資本の議念の内
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{J oJめという議定とは p ヒノレブァーディソグの「金融資本j

7こいする，いわゆる定統派マルクスヨ三銭経液学の掛からする公式的見解てと代

るものであった。

しかしわれわれは， レーニニンによるヒノレブァー ヅグ

にたいする批判，およびかれの

欠鵠さとみとめざるをえたい。

の規定づけ自

認念

さきのヒノレブア{ディングからの引用においてもうかがわれ

るように一ーまたレーニン鴎北このヒノレファーディ γグの?金融資本j観

念の批判に主右足して fもっとも…設にヒルアァ…ディヅグの叙述全体のなか

勺は，とくにこの定義がひきだされた撃のまえのふたつの章では，

釣独占の役割が強認されているJ3) とのベてし、る点からも理解できるよう!';こ

じノレファーディ γグ、にあっては，この f銀行によっ

よって充煎される資本」という

にかかわるものであり，かかる「金融資本」は一方において「株式形態の発

展」せとその形藤前条件とするとともに i稼業の独占紘一!をもってその遊説

の結果とするという点にこそ，かれの の全構造的把握はかかや

ていたと思われるからである。もっとも，このように

その内実と軍態的条件および迷観的結果とに分議して把援してよいかという

点は，方法的に開題となりうるであろう。しかしこの点を考慮しても，レー

ニュ γのじノレファーディユ/グにたいする一罰的批'l'!Jを容認するわけにはいかな

し、。

そして，このヒルブア{ディツグの翠立をにかわってレ{ニユンによってあた

えられた「金融資本の発生史と の概念の内容jにおいては，

しめられることによって， i金需主資本jは必然

的に f株式会社の発震とともに発展J-1主ざる合えないとするとノレブア{ディ

ングの語、議から，その歴史的表提性の把援において決定的に後退さど余儀なく

されていることが指摘されねばならぬであろう。

たしかにヒノレヅァ…ディソグの?株式会社jの狸論的把擦は，いわば f貨
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幣と信用」の原理論的考察の延長線ーとになされているのであって，具体的に

は「貨幣と告爵j の理論的風躍の綜括としての「幸IJ子っき資本の，したがっ

て銀行の，勢力と窓義との増大jめを媒介としつつ， 子株式会社の生ちも

もとでは，個人会主誌の生産物と全く両様に， 1湾じ{面j懇談却に従

， 11街イ償法則によってその経済的選動が全語的

，個人企業として

うとし、う

に支配されている

ると陪様株式会社にあってな庶撤していることをあきらかにすること

によって， i株式会社の経済jにたし、すると l~ ブァ…ディングの

マルグスによって:展開d のんだのであった。設〉

設〉ヒノレツアーダィソグが「創業利得J~ r玉v-均手Uijl[Jてどうむ資本と平均利子:をうむ資

:;;J立との差Jりによって説関しているのは，マルクスが株式会社をもって「かならず

したにしづめがゆえに，それな資本の一般的考察か

らお1，徐必:d"るをえないたしためにたいい 「議IJ薬科千警はすでに利潤の一部を先取り

してJ9) i， 、るということな板拠として r株式会社の利ii引も「綴入金淡の利潤と

全く同様にー絞的利潤ネの均等化に参加jめすることを託践しようと

誌にもとずくものでるった。つまりかれの nìIJ~実利得J についての規定も，この規

定におけるt児童しも，すべて株式会社ざと怒攻論の体系の内部において解明しようとし

た方法的誤りに端をはっしているのであって，これまで、多くの論議によってとちあ

げられて ~j;ここの f創業利得j にかんする問題も，この点をあさらかにしないかぎ

，
 

、，〆i 
くうかえしに終らぎるをえないの勺ある。援するに

「株式会社jは，したがって家た「創茶利得Jも，いわゆる段階論の絡滋なのであ

って，朕l!懸命においてはその法則的解明がなしえない点なあきらかにすnii，この

論争に完全な終止符さとうつことがでざるであろう。

株式会社

株式会社j は，もとより

とi玄別された「株式会社J

資本家的生産の生産力

とともに発燦Jするというばあい，この「

のあらゆる段障にみられる，個人全

ざすものではなく， 19位紀後半以来

として，とくに器定資本のE豆大化

おし、て，として

られて採用された，帝国主義段階に特有の「株式会社jにほかならぬここ
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とはいうまでもなし、したがやてとルブァーディソグの「金融資本J概念の

線ヌ幹部欠鵠は，本来このような意味での株式会社務態を前提とし，したがっ

てその溜動の結果において「銀行資本と建議資本との議蓑Jをとおして

業の独占化をもってその環点に速するJところの，

潜の支配的資本範韓合，それぞれの契機において分離しつつ，しかもそれら

を探環議の総理的展開のうちに位量づけようとしたところにあるとし

ならなL、。

そしてこの根本的欠陥没欝かなし、かぎりヲそれにかわって提出されたレ

ニンのいわゆる f生室長の集積，そこから発生する独占，議行と皇室撲との融合

あるいは窓蓑Jという「金融資本の概，念Jも，まさ局はとノレファ…ディジグの

それと根本的欠絡を'共通にせ2ぎるをえないのであった。じっさい「子育際主

を「資本主畿一絞の蕊本的諸特質の発展と，その直接の継続とじて生じ

たJ1めとするならば， 「資本の集にたし、し

資本における自由競争に媒介された 一般と

牲をあたえることは不可能となり，とノレファ…ディングカ r株式会社J

介としつつ，原理論の畏簡のうちに金融資本議念を規定しようとしためにた

いし， レーユンのばあいは「生産の集積Jという典叶ずこ地点からフ問

な遂行したとみなされぢるをえないことになる。 レーニ γ自身，だがラ号変

;;その発畏の…定の，

義の鷲干の室長本的特繋がその対立物に転化しはじめたときに……はじめて資

う点

が，従来の

となったJ11)とじているのであるが，問題は|資本3::設の

をじて rその対立物に転先Jせしめる契機は鰐かとい

ったのにたいして，

とってかわり，しかも 巨大化

自由競争による ニし、

し異質な要期を加えぎるをえないという， 乃~r特定

にお;汚ずる麗史的に規定された:特;持寺殊実務茶i情育をも叶

の基;本本喜治句特質J宅などして「その対5立Z物に転イ化むjせしめる具体自が的〈句j契機と
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しないかぎり，たんなる r-生患の集積!は帝観主義的な「資本の長張jへと

「転化Jすることはで

このような古典的な

マ
90  

難し

のようにいわゆる

ヤナ" 初

心~O ー

おいて，はじめて

るのが，周知

であっ

り，したがって f資本の集積 の巴大イおきど基礎とした

ら;九銀行自

本化と，

イツ

E怒

るのである。

ここでは

J 

〆"-

として把握し，しかもこれとの対応においてイギリス

る特設の令融資本イじをあきらかにしつつ， 円、かばド

として，

(!)生積，そこから

たえられてい

L ιa 
W 

いは総蒼 lというし/…ニンによる の発生史と金融資本の概念:の内

とともに発展い産業の独占化合も

るj とするピルブァ…ディ γグの理鮮も iドイツにお

容」もタ

-r '1'_ 
つ，--ζ

の発展Jに具体化される金融設本

しめられたのであるが，そればかりでなく，この規定は

従来の会議資本概念とは決定的に呉<s把握を謙三六した。すなわち「議:行と産

との癒着Jや産業における独占的経畿の成立などの，

的額向とされる鰯側面において，著しい立遅れたしめし， ドイツ，アメ1)今

にたいしいで，その生産力の発展の停滞住宅どもって特撮づけられることを根拠
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とする，こ おけ oイエザヲス として把握の難点を，

がら，ある

をもつ

の発展jにみられる

としな

るという特殊の…門性格J

しめすとともに，

応して「イギリスにおいて，特殊の，直接，

これと対

もっとはし可え

ないJ12)¥，、 構造をしめさざるたえないとする ょっ

て全頚釣に克服したことである。

じっさいイギザス

イギワス綿工業会議盤とする自

， tこんにその L止界史的な生産力説発展においてリーダ…シヅ

ブを握る特定の国の支配的資本の存在諜式としてのみは規定されえず，かな

らずその積極的発混と諮極的発現とに分離，対立し、つつ具体化するものとし

て拒縛されt:るをえないのであって，このような金融紫本概念のもつ，蒋人

たいする奥賢性はう資本家的生議様式の矧熟期であると

ともに務末期であるというこの設階の，特殊な援史的意識によって根拠ずけ

られており，資本家的生産様式の特殊歴史的保産様式としての限界'1r，その

濯積様式自身において したものにほかならない。め

注〉し、たがって守誇鴎主義段階においてのみ展開さきれる，

海的対立を，総の，たとえば自由主義段階の産業資本のそれにおいて議定すること

は許されない。たとえば沼 ï:;i，~普氏は，総本自治こは宇野教授による段階論の方法によ

では f当然、イギリコえがとりあげられる」が rtこだ
のとして，後進国ドイツの自

らない。いわばイギりスが談， ドイツが諜という構造

マ，段取主義段階論がきずかれるのである。これにたいして常国主義段階論は，金

よってi止界史的な帝問主幾a'J傾向の三長選手権をもったドイツがこんど

は授となり，イギリスがそれに規定怒れるものとして災義nに位援してとかれること

になるJ1めとされているc ここ

とが，tこんに先進悶と後退箆，あるいは「主導総合もつj潟と追随する図との対応

としてのみi智汗されているため，資本主義国初球の関係における f表Jと「爽jの
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関係として形式的に一般化され，自由主義段階においても同様の国際関係のうちに

段階論が解消されることになっている。段階論とはいうまでもなく，たんなる先進

国と後進国との国際的対立の構造把握をその基本的内容とするものではなく，ぎゃ

くに，中心固における支配的資本の蓄積様式を規定することによって，この国際的

対立の弘被構造を経済学的に解明するものである。そして問題は，自由主義段階に

おけるように，自由主義をその内的原理とする先進国の産業資本の発展が，同質の

原理たる自由貿易をとおして，後進国の資本主義化を促進し，多かれ少なかれ後進

国における生産力と生産関係の構造によって制約されつつも，なお線本的には世界

的な資本主義の発展を，まさに産業資本の支配のもとに自由主義的に推進せしめて

いくという機構をもつのにたいし，帝国主義段階においては，後進国の積極的金融

資本化が，先進国の消極的な金融資本化をよびおこし，この対立関係のうちに帝国

主義段階に特有な国際的対立の根拠があたえられるという点にある。自由主義段階

における図際的対立と，帝国主義段階におけるそれとの，この根本的な質的差異

一一そしてこの前者から後者への転換過程こそ資本主義の山:界史的発展段階を1¥lijず

ることになるのであるが一一ーを，資本の蓄積様式の差異をとおしてあきらかにする

という点に，経済学における段階論の基本的役割があるので、あって，もしも自由主

義段階における先進国と後進国との関係が「表」と「哀」として把握されるならば

帝国主義的対立の基礎をなすドイツ金融資本とイギリス金融資本との関係は，この

ような一般的な「表」と「哀」との関係としては把握されえないという点に，帝国

主義段階論の基本的特徴があるのである。

ところが，この宇野教授の金融資本の概念が，とくに従来マルクス主義経

済学の正統派的理解とされてきた，レーニンのいわゆる生産の集積による競

争から独占への転化という金融資本の基本的把握にたし、する根本的批判のう

えにたって，株式会社形式によるあらたな資本資積様式の展開を中心としつ

つ再構成されたものであったために，宇野理論を採用するひとびとの間に，

この金融資本概念がu その消極的規定をきりすてられ，たんにその積極的規

定，とくに株式会社による資本蓄積様式の変化の側面においてのみ，理解さ

れるという一連の傾向が生じた。

たとえば遠藤湘吉氏は，一方で宇野教授の『経済政策論』によりつつ， 1伝

統的な金融資本概念」一一「銀行と産業との融合ないし癒着J (レーニン〉

あるいは「銀行資本と産業資本との癒着J (ヒノレファーディング〉一一一「に

おし、て銀行が何ゆえに重要な役割をもたざるをえないかを検討するならば，
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おい

ことが関らかJ

く

り，しかも「このような

盟定せしめ，ょと

る

な

、

〉

l

v

J

込、、

f
L

戸」

つ

ま

九
ふ
、
勺
ノ

‘J
 

と

い

ほかならなしづがゆえに， とっ

ならず，そ の

もあろうし，あるいはブ口…カーイツのごと

じたいがある程変銀行の役割さとかねるようなアメリカ悲のごときもありうる

ということに怠るで~あろう J1めとし'1:，

よる社会的資令の直接的資令化|のj会談に解消されるのである。

したがって.誌の金融資本の綴定にまうっては，潟外投資冨としての機能にお

いて，この段階における匙Ji1.資本主義の平安問主義化に震嬰な役言殺さfはたしつ

つ，段!件jの企業組織

されえないJ誌に特色をもっ，イギリス

されることになっている。だから ，悶内的特殊

の相る， 1. 

違についても， たいして，

o宅とえない。 こ

されざ

礎之と7予成ずる，

のとしてあたえられた，

の「タイヅ的解明Jを，問じ「墾」という

をあきらかにするも

とイギザス金羅資本

うちに接小化しつつ，その

このような宇野教援によって

一極的理解が， 'd <?~こ徹底化さきれ，遠藤氏

{) 

、には，そ

のうちか

なる

うちに排殺されていたイギザス金融資本の特殊性を，たん

という形式的琵定のう、らに一般化しつ
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したものが，ほかな

ならない。

たしかに i-j投産業株

「基本的J I 

ける資本主義国は，

さj工ょう。しカミしこの

ユニークな 概念にほか

の確立」という

とするな

この戸持急j

もって，帝

お

るものとして

1-綾部な特急jをもってしては，何

ドイツが，重工業を基礎とする組織的独占

の増大言どともないつつ，

出し?それにたいして，かつて イギザスカ2

占体の形成におい

たると会とわず，あらゆる

つつ，資本輸出をとお

tJ)っfこかとし、う，

たおおくれをみせ，

おいてその生産力

る

しめ

ざるなえな

あたえられうべくもなし、。じっ L ますこ飽ブゴで、は， とし

ての続券市場J i 0)建立にいたる よひ、資本市場の構成は，

よってもちろ ていたJとされるの ミ5jう1

こ0) 確立の経過およ と分離されては， ドイツおよびイ

ギザス としての経済機構の はなしえないのであって，かかる

Jから抽象さ 「基本的J

なるものは，少なくとも

係と相友関係J15)を解明するものとしての帝総主義研究にとっては，

にもたたない抽象的にして空諜な f援護にとどまらざるをえないであろ

C
 

A
ノ

しかし遠足祭誌にあっては，まだイギザス

、し、うかぎりにおいて，

なかった，金融資本概念の株式会社への

ては，このようにイギリス金融資本とドイツ

することによって，

、ては，直接その当

欠陥が露呈するにいたら

が，何故鈴木氏にあっ

タイ

うまでに I~割むされ，
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形式的に一般化されることになったの

また，

14雲会第4号

ろう

ょう。

く，その

は，議梁資本にたいしそ

されるとともに，

うちに怒j設されるち

'dれているために，

Jこの総締約整終なあたえることは不可能とな

W 

'-

とになっているo

て把揮されることによって，

しての殺気循滋過程のうちに解明怒れるとともに，

ることによって，

とおして形成さ

とにl五加して規定された。

この[それ自身に利子会生むものとしての資本Jとは，

泊制度の形成による貸付資本一利子範踏の成立を…毅部前提とし，

とし

と

とすることによっ

て， 自 る，利潤の企業科認と羽子とへの分誤認係に

ほかならなし、。すなわち「商業資本を競介にして生ずるこの分読は多

自身にも移入せ lMt・-…資本自身をも潟品作する根拠をあたえ，資本家主ち

商品経済をそれ自身に完成した体系たらしめる

となるJ16)というのであるO

るもの

しかし，問題は，教授が|一般的に資本剥蒋;:t，朝子と企業科諮とに分裂

せられるJとL、う規定にたいして，さらに f株式会社#JlJ震はそれを具体長jに
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示すものにほかならないJとして，この「形式」をとおして「現実に企業資

本家と貸付資本家化されたる資本の所有者と」が「具体的に分離J17)される

ととかれる点である。この「利潤の利子と企業者利得への分割」という「そ

れ自身に利子を生むものとしての資本」の第 1項目が， r株式会社制度」と

いう副題をあたえられている点からもうかがわれるように，さらにまたその

第2項目「資本の商品化」が，まず「株式資本」をもって展開されている

ことからも推察されるように，教授の「それ自身に利子を生むものとしての

資本」の内容は，一方において「利潤の利子と企業利潤への分割」をとくと

ともに，他方では「資本は，それ自身に利子を生むものとして商品とせられ

他の商品と同様に売買されるJ1めという関係が「株式制度」乃至「株式資本」

としてとかれているのであるO

しかし教授も指摘されるように「株式会社は実際上は個別資本にとって過

大の資本金を要する大事業に採用せられる方法であって，産業には資本主義

の発展段階の寧ろ末期に普及する」制度であり， r資金の社会的蓄積として

あらわれる，生産手段と労働力との社会的蓄積を，個々の資本家的蓄積から

解放して，資本家社会的に事業の技術的要求にしたがって集中的に集積しよ

うとJ1めする，資本家的生産様式の純粋な発展を基礎ずける産業資本的蓄積

とは異質な蓄積様式であるO したがって「この形式は現実的に企業資本家と

貸付資本家化されたる資本の所有者とを具体的に分離する」と同時に，また

「この形式」の成立は，もともと「企業資本家と貸付資本化されたる資本の

所有者」との「現実的Jr分離」を前提とせざるをえないのであり，さらに

「この形式」の一般産業企業への普及のためには，その媒介機構として，た

んなる貨幣市場とは異なる資本市場の形成が要求されることになる O

しかし教授が『資本論』の「利子うみ資本」における方法的難点として再

三指摘されているように， I企業資本家と貸付資本家化されたる資本の所有

者」との「分離」を「現実的」に想定することは， I純粋な資本主義」を前

提とするかぎり，許されないのであって，したがって，かかる想定を根拠と

した資本市場の成立も，それに依存した擬制資本としての株式資本の形成も
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も，ともに「去を粋な資本主義jにおける理論的範広Niとしては殺

されるべき，兵体的な段階論71;澄現状分析の鰯概念にほかならない。

、てはもちろん， 、で

ても， r諮粋な

して，

?とおしもて‘

が，かかる「不純なJ

った理由は，われわれにとっても

としての f資本の商品化jは 1-それ自

の「及休的 I;存殺の，いわば例解として たにもかかわ

ら 資本形式jにおいて，その

る「商人資本Jとして例解されているように一一，

し，カ通し，

じてあらわれざるを

-cしては多ニれを

きと「具体的j

経粋お益法則

、ては，これと対応する機構があたええないために

しめられることになったのであろう。

として，資本は「それ詣身に幸IJヲこを生むものj

いにもかかわらず，純粋な資本主義的関係をもっ

る

し、tこ2主， ，自三を

とおしては維持wむきない醸史的発展段難合蔀提と必

ざるなえないという点にこそ，まさに

としての限界が存在するのであり， rそれ串

も

ものとしての

内部において，このよ

うな資本家的生産後式の歴史設な表示したものにほかならなし、。

とっ、さいまた仁科j需の利子と企業者斡諮への分割Jを， r株式会社」は「

ものにほかならないj としても，宇野教授も指摘されるように

高己の資本利j隠さ!::，"，…部分は資本がそれ13身に生む利子とし

て，残余部分を自己の企業活動に対する報露11として企業キIJi関と震設すという

関係が，そのまま一般株主資本家の受けとる配当と，会社企業合支配する
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株主資本家の所謂重役として受ける報酬とに対応するわけではない。その間

には種々複雑なる関係が混入して配当部分にも企業利潤が含まれ得るJ19)も

のとしなければならないので、あって，株式会社制度は，理論的に要請せられ

る「それ自身に利子を生むものとしての資本」の規定を，その機構的展開の

うちに，そのまま「具体化」すものではけっしてなし、。むしろ利潤の配当や

重役報酬や，さらに内部留保金や，あるばあいには減価償却債立金などへの

分割のあいだに， i種々複雑なる関係」がかならず「混入」し，したがって

このような「複雑な関係」を積極的に利用しつつ遂行される配当政策や株価

操作をとおして，その資金集中や支配集中をある程度自由になしうる点にこ

そ，巨大企業に普及した株式会社制度の独自の経済的意義がもとめられるの

である O

そしてこのような株式会社の利潤処理の方法に必然的に「混入」せざるを

えない「種々複雑なる関係」を媒介として，はじめて株式会社における「所

謂所有と経営の分離の傾向」の発現の根拠が把握されるとともに，同時にこ

の「傾向」のもつ意義と限度も確認されることになる O つまり，元来「資本

利潤」の「利子と企業利潤と」への「分割」から論理的に，株式会社制度の

必然性をあたえることはできないとともに，他面ではまた，以上のような「

複雑な関係」の「混入」した株式会社における特殊な利潤処理の仕方を捨象

して，いわば株式会社の一般論を展開したところで，資本家的生産様式にお

ける株式会社の意義はまったく解明することはできないであろう O 法〉

注〕宇野教授の「経済原論』における「株式会社制度Jのとりあっかいについては，

すでに日高普氏による批判がある。日高普『経済原論~ 258頁参照。ただし氏によ

る宇野教授の ïi~，式会社」範踏にたいする批判は， i土地価格」が「利潤分割の一

方，利子生み資本の方を根拠ずける」という独自の方法的視点に立つものである。

そして氏は， i利子生み資本」の第1項目を「土地価格」とし，産業資本家が現実

に「資金を他人に貸付けるばあいと比較し」つつ「土地を買う」関係を想定されて

いるのであるが，原理論における土地の商品化は，けっして資本家が現実にその資

本を土地売買に投ずる関係を要請するものではないし，また原理論の内部における

資本家は，自己の資金を土地売買のために投じうるものでもない。土地はあくまで



106 絞済学研究第14滋第4号

資本家でも労働3訟でもないえ主主務級が所有していることを前提としないかぎり p 純

れえない。土地が年々一定の地代きどもたら

すようになると，利子率によって資ヌド滋?とされて土地の術協が決定されることにな

るが，これは現実に資本家が，その資念さと，利子率と比:院しつつこと地売員に投ずる

ことな意味するものマはない。いかに{会別機機が整備されても，純粋資本主義の内

部では，額走資本信用はあたえられないと問機に，産桑資本家にとって，その資金

を芳生産Jl!!J;線以外に密定的?と投下する関係は発生しえないのである。もちろん土地

が生産手段たるばあいには， らないが

これは土地の用役受賞うことであって土地自身を資うことではない。

このように，純粋な資本家釣生皇室関係の灘議鈴展開のうわに，

の部分的欠陥を克服して， 子資本家自守衛品経習をそれ自身に完成した体系!

として解明怒れた宇野教授の『経済票読jの兜結部分において導入された「

株式会社説蜜jは，教援の指j脅されるように「いわば罪逮告に典製的な資本

と佼られる産業資本、必好定するものといってよいJ29)のであり，さらにそれ

自身?諜理的」関保安「斎定Jすることによってしか，その成立の製拠はあ

たえられないので、あって，首隠一貫した教探の純粋資本支畿の体系の中から

は当然排絵されるべき異質な段醸議的範1辱?といわねばならなし、。そして，

とってはこのような消極的意義 たえ ない 1;抹

範簡をもって，む

ftにはじまる「大不況j とか，

化」とか，設幣場と区別'd

関係を，次々と

おいては不明確の

たので追うる

としたのが，鈴木正の

CJ-~ 
つ I~。

も

と誤認しけ 1870年

の「

としてのお足立などの具体的歴史的

うならざるを

しよう

であるとともに到達点

とすべきではなく，むし

らないJというこえニーグな

の欠路を拡大

ることによって，結果的には F資本言語』体系
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ま勺もくつがえずにいたった廷のガ法的諮誤の集約的表明とみなさざ

るをえなし、。

れは，さきにみた遠藤氏によって開始された金融資本の株式会社へのー

完的解消の作業主と，さらに援底化することとあいまって，

介壌として，段階論と原理論とを議j妥結合住しめ，ここに，

釣具体的諮関係の混入と段搭識の形式的一般化とに基礎ずけられ，つつ，いわ

ゆる論理と壁史との統一的理解が，みごと fこ達成されることになるO

かくして，われわれはし、わゆる鈴木現議とは，かかる不純化された主主理論

と，交往された段摘諭とによって構議された奇妙な総理的翰乱の体系にほ

Jう速ならないと ，おそらく大過ないで、あろう O

この f新ししづ諜主理論と段階論との「惚解jを前提として，氏によっ

携j された「方法上のご，三の重要な点J21)については，もはや詳しく立入

るまでもないであろう O 諸活しした理論体系を前提としては，混乱した

上の「指摘Jしか期待しうるはずがなし、からである。

たとえば f株式会社制度の普及なしには f組織部独占」の落成はありえな

いマあろうが，しかしj誌に株式会社が普及したからといってそれで直ちに r
懇識的独占jがもたらされたわけで、はなし、o U認識的独占jの形成は73年の

恐採にはじまる 7大不説Jをとおし， 20世紀の初盟においてはじめて実現さ

れたもので，そのいわば生みの綴は株式制度の普及というよりもむしろこの

たといわねばならないJ22)という

的独占jの形成の露関が， I大不況j という

舗震の普及Jとし‘う企業形態の変化と

、ては，

時惑と，

るふたつの

とおして求められている。しかしいうまでもなく， I大不況Jと

とは， 1-組識的独占Jの f形成jにとって， L

万三ど篠認することはかな

定牲における

ヱ支j 自体が「大不況Jの過程をとお

かも

ることになるという，いわば肉質

ものではない。 I株式制度の後

ざましたの -( ，こJui

もとめるべ る
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業資本形式の普及にもとめるべきか，と問うにひとしい無意味な設問といわ

ねばなるまし、。大体氏のような主張が許されるとすれば， ぎゃくに「大不

況Jをとおしでもあらゆる資本主義国に「直ちに『組織的独占』がもたらさ

れたわけで、はない」という理由から， I組織的独占」の「生みの親Jは「大

不況Jで、はなかったということもできるであろう O しかしいずれにしても，

かかる設問じたし、児戯に類する論理のトリッグであることにはかわりはな

L 、O

さらにまた「ポシドは第一次大戦までは少くとも世界貨幣としての地位を

保っていたのであり，マノレクがポンド、に代わって世界通貨の地位をしめたこ

とはまだかつてなかったといってよく，このことは，帝国主義段階の中心国

が少くとも第一次大戦ころまではイギリスで、あったことを端的に示してい

るJ23)という氏の主張においては，たんに世界市場におけるポンドの支配と

いう金融的側面のみをもって，自由主義段階における世界資本主義の中心国

としてのイギリスの位一軍と，帝国主義段階におけるイギリスの位置とが，ま

ったく同一視されている O いうまでもないことであるが，自由主義段階にお

いてイギリスが，世界資本主義の中心国だったというのは，その生産力の発

展における絶対的な高さを前提とした位界市場支配をさしているのであり，

すでに生産力の発展において後進国にたいする著しい停滞性をみせながら，

それまでに形成された強大な資金力と市場支配力とを前提として，海外投資

をとおしてその生産力的劣勢をカヴァーしつつあるという世界資本主義にお

ける特有の位置を表現したものが，帝国主義段階におけるポンドの世界通貨

としての地位なのであるO 各帝国主義諸国におけるその再生産構造とその相

互関連とを無視して，たんに世界市場における通貨の地位のみをもって，帝

国主義段階における帝国主義諸国の基本関係を把握しようとするかかる皮相

な見解は，まさに帝国主義段階の基本的規定を，資本市場の形成と株式形態

の普及において抽象化した氏の形式的な方法のもたらした必然的結果といわ

ねばならない。

このように混乱した理論体系にもとずし、て，無意味な「方法論上」の「指
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摘」

tこ る

し、ること 11
、つf

市コ。

そして 、てはともかく，

自身，…ミドの資任はまぬがれが7こいであろう O

と

と

しかしそれはともあれ，おそらく主観的に泣，宇野線論の継承と発民とてと

ろう

みちびくことによって歩

くりかえしのう ざるをえなかったこと

は 2 たしかにひと らない。

だがあらゆる くりカ冶えさ

う。

や『子宮犀

は Yった烈憾の絞今日正のたどの諮孫作にお:ィる， この

まり

{う ざるをえない。

注〉この『大恐慌の研究jは前ニミぎと疑って9 鈴木理論の「新しし、」方法令禄筏ずる

ものではないが，鈴木政論と全く同じ方法におし

これを基礎としつつ大波間アメリカ経淡な認定する F距:界資本主渓j を-~\t'fi-れば

この大戦lii司アメ予角経済の抱え方における何者の方法u'gll!lC絡はあきらかである。そ，

してこの において， ¥;、かにいわゆる段階論の紋酉fじたとおして，

と倭小イとされ，観念的なシェー?と杜淡な資料取扱いと

によって， 1920年代のプメザカ金徽資本の構造把握ぷ不明確tこされているか，につ

いては，森糸氏の論稿 ru大恐慌の研究』における研究労法についてJcr北大絞

淡学J主義‘8号所J反〉における筒鈎t"，

1) U金民主資本論・ 2ヤj]97J変。

2) r金融資本論・中」的支。

3) U'号変鼠主義論JJ65頁。

4) r金融資本論・上JJ172賞。

、。
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5) ij金敵炎ヌド論・上J]189賞。

6) Ir念激資本論・上J]187]言。

7) 金融資本論・ jニJI182J変。

8) n安二

合) Ir金融資本論・上J]189頁0

10) ij帝国主議論J]125頁。

11) ij帝関主義論J]125~6瓦。

12) 宇野弘蔵 f経済政策論Ji165J支0

13) 日高官ftn~を済E言論J] 6](0 

14) 遠藤淵吉 F金数資本協の現代的意義J40頁。(Ir現代の理論J第2聖子，所収〉

15) 

16) 宇野弘級 f経済原論・下J] (以下『原論・下J] ~こ i略称する。〉

17) n京総・下J]2官。頁α

18) Ir原論.-P.ij 292](0 

1号) Ir涼論'下J]2君。京。

20) 宇野弘蔵 F淡轡諮滋・経済原論J]416]{o 

21) 下方法J113支。

22) r方法J115瓦0

23) r方法J116資。


