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経済学研究第31巻 第3号 1 (617) 

私的所有の世界

唐渡興宣

凡例 K=Das Kapital， MEW，訳『資本論Jl(長谷部文雄訳，青木書庖〉。

法=Il'法の哲学Jl(Il'世界の名著Jl35，所収「へーゲルJ，中央公論社。法， ~. 

14，というように略記〉

はじめに

フ寺ルジョア社会にあっては《富》は商品として現われる。私達は『資本論』
ヲデイカA

の冒頭に出てくるかの指摘がプルジョア社会に対する極めて根本的な批判で

あることを知っていなければならなし、。フゃルジョア社会にあっては，商品が

富として現われてくるということ，これは人々の日常的宗教，常識をなして

いる。この日常的意識を批判するということは，この日常的意識を日々，恒

常的に産出しているブノレジョア社会を批判することに他ならなL、。

本来，富とは商品という物象 Sacheとは異なるものである。にもかかわら

ずそうしたものとして現象する。それは何か別の，人聞が主体として現われ

てくるところの根源的なものであるが 商品という物象 Sacheに転倒的に

現象してくるのである。この普遍的な富については，私は別のところで述べ

lておいたので，ここでは簡単にそれを指摘しておくだけにしよう。

フやルジョア的富(=商品)を生み出す媒介的活動(=労働)は結果のうち

に置き忘れられており，商品という結果のうちに消失してしまっている。こ

の媒介的活動こそは労働であり，労働という活動的な場面にこそブルジョア

的富の真の根拠がある。労働はその形式からすれば，有用物の獲得 (Aneig-

nungわがものとする獲得〕であり，内容からすれば，かかる労働の形式(=労

働様式)を通じて労働力を発展させ，新たな能力を獲得し，発揮することに
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ある。かかる労働様式の内容としての労働力の獲得，割譲， というこ乙ネルギ

ッシ品な活瀦こそ2蓄の普溜的規定性に総ならない。すなわち，労畿を通じ

て，労働力の諸限界，議告u約宅ピ絶えず克服して新たな能力を我がものとするニL

ネルギッシ品な活動が露であり，価値なのである。ところで，労働は人間と

自然との一通穫である。さしあたり，人間と自然とは，労働力と自然の諸力

として対立している。労働力と自然の諸力と詰労働の生産カとして媒介的に

輯ーされて現われてくる。この媒介はつねに労{動力の側からなされること，

またこの媒介者としての労働力は労働力とa然の諮力Mac訟として対立し

あう力の雨項女生産的で部議的なカ Kraft として総認するものであり，そ

れは労働の生産力として現われる Oぞれは商項よりもつねに高いカ能 Potenz

として現われ，より包括的に表現されており，それが自立的な主体として現

われる。かかる労働の生産カの発燥，創造というぷネルギッシ品な活動こそ

富に俄ならない。労働の生産力の発展，創造とは，労働の主体的・客体的諸

条件を変革し， より高次の主主護主力を創造していくことに他ならなし、。かかる

絶えざる生成，創造のうちにある活動こそが《儲億>， <富》なのである。

かかる《富〉の創造をにおいて人々は何よりも協織においてそれを実現ず

る。それは何よりも対立する社会と自然と弘社会的労働の生産力として媒

介し，総括するエネルギッシュな人々の協働であり，これこそ社会的な富で

ある。人間にとって，自然と社会は，自己自身の条件，前提，観約，毅界を

なす。その自己自身者〉限界を絶えず乗り競える絶対的な鋭造，生成の活動こ

そ《議》である。
ラデイカル

人間にとって根本的なものは人隠そのものであり，人々が創造的，生産約

なカを創造しようとするエネルギッシヰな活動において事普遍的擦としての人

間自身が現われてくる。だが，議はブ、ノレジョブ社会にあっては商品とし

る。したがって，人賄にとって根本的である人間そのものな富としてで

なく，商品を富とみなすこのブルジョブ技会合根本的に認識することは，何

よりも根本的な批判として現われるのである。

震の普遍釣なあり方は，人々の生産的な活動，営みなのであるが，それが

ノ
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ブノレジョア社会にあっては商品として転倒的に現象してくるものであった。

人々にとって商品が《富}， <よいもの}， <価値あるもの》として現われるが

ゆえに商品を持つことに関心を持ち，それが至上目的となる。真，善，美，

聖なる《価値》は商品の交換価値の前ではすべて色あせ，人々の行動を規制

するものとなる。かかる商品と人との関係は私的所有を形成する。資本主義

的生産様式が支配的な生産体制のもとでは， <所有》は直接には， 私的所有

として現われる。この直接的な所有の形態は私的所有一般，または単純な私

的所有として現われる。したがって私達の論の歩みはこの私的所有の分析か

ら始まる。

(1)拙稿 r<所有》とは，本来L、かなるものであったか?J (北海道大学『経済学研究』

第 30巻第4号(6)宮と所有，を参照のこと。

(2)何かを概念的に把握しようとするとき，それの端初となるべきものは，直接性と

媒介性との統一物である。例えば， Ii'資本論』は商品の分析をもって始まる。それ

は商品が直接に人々に認識しうる直接的な存在であるばかりでなく，それが資本

によって媒介されたものだからである o 商品→貨幣→資本へと論理が進展(上

向〉していったのは，それの真なる媒介者，根拠へと前進していったことに他な

らない。したがって，私的所有もその根拠を資本に持ち，資本によって媒介され

ているがゆえに，私達の論理は私的所有そのものの何であるかが解明された後に

は，資本によって媒介された私的所有=資本主義的私的所有へと論理を前進させ

ていかなければならない任務をもっ。この任務は次稿において果たされるであろ

う。

(IJ 私的所有一般または単純な私的所有

資本主義的生産様式が支配的な生産体制のもとでは，所有は直接には，私

的所有として現われる。この直接的な私的所有は私的所有一般又は単純な私

的所有であり，それには何よりも商品生産と商品流通一般，すなわち「単純

な商品流通」から生ずる。これは更に， 1商品生産における一般的，社会的

生産関係」によって媒介されている。それでは「商品生産における一般的，

社会的な生産関係」とは何か。

「商品生産者たちの一般的，社会的な生産関係なるものは，彼等がその諸

生産物を諸商品として，つまり諸価値として取り扱い，この物象的形態にお
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いて披懇の私的諮労働を需等な人爵労働としで させるという点に

ある……J(K. 1， S. 93，訳182

この点に商品生産における一般的，社会的生態関係の何たるかが示されて

いるのであるが，この点をど少し検討しておこう。

第一に，生還を者たちの私的労働は一定の有用的資i動として，一定の社会的

欲認を充たし，その意味で，相瓦のために労働しあっているものである。こ

の桔立のために労働しあうという社会的性格において，商品生産者たちの蓄え

的労働は同等なのである。

第二に，商品生産者たちの有用的私的労働は，相互に交換可能ぜあり，そ

れは悶等な意義~持つ。すなわち，ぞれらは相異なる種類の労働jであるが，

それは入荷労{動力の支出，抽象的人間労働として同等、である。

の務労働は相互主に交換可能な侍等性という社会的性格を持つ。

以上の如く商品生産者たちの誇労働は二重の社会的性絡において湾等であ

る。人々は棺五に協働し，その能力安結合し，交換しているのである。しか

しこうした人々の活動は商品とL寸結果のうちに消失してしまっている。す

なわち，商品説震における繍労畿の関連は，人と人との関係として現われる

のではなく，それは物象と物象，商品と商品との関係として現われてくる。

すなわち，主主的諸労働が相のために役立つという諸労換の社会的関連は商

品と商品との交換関係として現われ，諸労働が相立に交換j:if吉きな同等性とい

う社会的欝連は価銭務係として現われるのである。商品生産における一般

的，社会的生産関係は磁品と務品との究換議係のうちに内蔵された鍾鐙関係

として現われてくるのであり，それは人々には，例えば10ヤ-)レの亜麻布

1 …着のJ二衣という使用価値と使用醐鐘といち形式をもって現われるのであ

る。ですなわち，高品生産者たちの諸労働における諸欝連が商品と商品との社

会的鶴見すなわち備館関係な内蔵した変換罷係として現われるのである。

かかる交換爵係にあっては，労働における社会的関係が務品の社会的性格

として対象化されている。商品の交換によって始めて，労働の二重の社会的

性格が実認されるのであるが，その意味で商品はかかる社会的関係を実現す
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る質料的担い手である。したがって諸労働における社会的性格が労働生産物

という単なる物 Dingに合一し，それが人々の眼には商品の対象的性格とし

て反映されるのである。すなわち，労働の社会的性格が，労働生産物という

物の社会的自然属性として現われるのである。

交換関係，それはE麻布=小麦，鉄=小麦というように一定の使用価値と

使用価値の交換関係として現われてくるが，この交換関係は価値関係を内蔵

しているのである。かくして，商品生産における生産関係は一定の使用価値

と使用価値との交換関係とに直接に現われてくる。この交換関係にあっては

人々は交換関係に規定され この関係を実現する人格的担い手として登場し

てくるのである。それは商品なる物象 Sache の人格化である。商品は交換

関係の実現の人格的担い手を得るや 始めて交換過程に入り込むことにな

る。そのことによって今や，新たな転倒が生じる。

「諸商品は自身で市場に出かけることができず，また自身で自分たちを交

換することができない。だから吾々は，それらの保護者たちを，商品所有者

Warenbesitzer たちを，さがし求めねばならぬ。諸荷品は物 Ding であり，

したがってまた人聞にたいして無抵抗である。もしそれらが従順でなけれ

ば，人聞は暴力を用いることが，換言すればそれらを手ごめにすることが，

できる。これらの物を諸商品として相互に連関させるためには，商品保護者

たちは，自分の意志をこれらの物に宿す諸人格として，相互に振舞わなけれ

ばならぬ。かくして，一方の人格は他方の人格の同意をもってのみ，つまり

いずれも，両者に共通なーの意志行為に媒介されてのみ，自分の商品を譲渡

することによって他人の商品を吾がものとする aneignenのである。だから

彼等は，相互に私有権者 Privateigentumerとして認めあわねばならぬJ(K. 

1. S. 99-100，訳191頁)

私的所有 Privateigentum としての所有はこうして交換関係に規定された

人格=商品所有者 Warenbesitzer において始めて現われる。ここにあって

は，人々が商品生産においていかに労働したかはすべて商品と商品との物象

的関係によって隠蔽され，消失してしまっている。したがって私的所有は人
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々の活動，営みとしては現われてはこないものとなっている。それでは，言語

品所有者はいかなるものとして議われるであろうか。

まず，私的所有者は溺品所有者 Warenbesitzerとして直接的に登場

務品所有者誌「臨分の主主患をこれらの物(商品のとと一一唐渡)に宿すJ人

格であった。だが，商品所有者が自分の意志を物?こ「宿すjだけでは，所有

は占有 B悲8itZ の段階である。ここで成立している拡的所有とは，私的所有

のー側商としての占有に他ならなし、。とはいえ，私的所有とは， 復接的に

は，自分の意車会物に仁宿すJ，r置ぢ入れるj 占有 Besitz として生成する

のであり，それは拡的所有の核心をなすものである。かかる占有によっ

という物象は所有物となり，物象は物件に転化するの物件において所有

物としての物に所有者の魂が吹き込まれており，それは何よりも後の意志、の

対象化が実現されたものとなっている。

この占有 Besitzが私的所有としての所有 Eigentumに玄で高まるには，

人々の粉互承認，社会的承認が必婆なのである。すなわち，一方の人格は他

方の人格の関意、をもってのみ， r両者に共通的なーの意志符為j に媒介され

てのみ，自分の商品役譲渡することによって，他方の商品をわがものとする

aneignenのである。したがって， r後等は相瓦に私有権者 Priv抗告igentu玄関主

として認めあわねばならぬJのである。弘前所有が確立するためには，

が人々の議志際係によって媒介されなければならぬのである。

私的所有の成立にあっては，何よりも意志が第一原閣として現われてくる

のである。直接的には，言語品所有者は自己の意志を物に「宿すJ人格として

現われ，ついでその意志が地入によって承認されるということによって私務

所有が成立する。

占有志esitz は自己の意志を物に下橋すj ことによって成立する。それは

他人の主主患がそれに及ぶことを排除したところ勺成立するものであり，それ

は排他的性絡を持つ。それは他者の意恋を排除するというぷで占取獲得口占

有であり，それゆえ占有は排他性をど間有な特設としている。物件(出物象〉

に対する としての占有は，物件に対する活動的交渉ではなく，観念
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的交渉として現われ，それは活動的交渉を欠いた領有として現われる。

ついでこの占有は人々の相互承認，同意という他人との意志関係に媒介さ

れて私的所有に発展する。この意味では私的所有とは人々の意志関係という

社会的関係に媒介されており 社会的性格を持つ。かかる私的所有の排他性

と社会的性格の統ーこそ，近代的私的所有の特質に他ならず，それは意志、を

第一原因として生成してくる観念的性格のものであることがわかるO

意志を第一原因として生成するという点において，私的所有の世界， した

がって法(律)の位界では大きな転倒が生じていることがわかる。商品所有

者 Warenbesitzer の意志とは 何よりも商品と商品との関係に規定された

人々の意志(=社会的意志)に他ならない，意志は意識，認識の転化形態で

あり，実践的となった意識に他ならなL、。したがって，かかる意志は交換関

係というその発生の土台を持つのであるが，それが逆に商品と商品との交換

関係を規定するかに現われるのである。

この場合，交換関係が主体であり，人々はそれによって動かされる客体で

ある。これは商品生産における生産関係が交換関係として現象するというこ

との転倒性の表現である。この人と人との労働における社会的諸関係が物象

と物象との関係，商品と商品との関係として現われてくるという転倒性が生

じるや，商品とし、う物象が主体となり，人はそれにまって動かされる客体と

なるという主客の転倒が生じるのである。すなわち，人と人との関係が物と

物との関係として現われるという等ーの主客の転倒が生じるや，商品という

物が主体となり，人はそれによって規定さる客体となるという第二の転倒が

生じる。それが更に第三の転倒を生み出す。

というのは，商品はそれ自身で市場に出かけることはできず，それがゆえ

に，我々はそれらの「保護者たちを，商品所有者たちをさがし求めねばなら

ぬ」ということであった。

彼等は商品の交換という目的意志に従って行動する。この意志に従って人

々は行動するものとなる。 この点で， 意志は人々を動かすーっの力 Macht

である。人々は行動をするためには意志決定し，この意志に従って行動す



8 (624) 経済学研究第31巻第3努

~o この意志に従って行動するがゆえに，人々には人々の意志によって商品

の交換が実現されるものとみなされ，ぞれが過程の能動力 Triebkraft とさ

れるのである。したがって懇忠が過程の警告簡であり，主体として現われてく

る。この意誌は商品所有者において人絡化しているがゆえに，今や商品所有

者が務品に対して主体として振るまうものとなるO

「諸蕗品は物であり， したがってまた人間に対して無抵抗である。もしそ

れらが従JI震でなければ，入閣は暴力 G合walt をど汚いることが，

それを手どめにすることが，できる」

かくして意患のカ Mac訟を発条として実現される私的所有は究極的に拭

G巴walt，手ごめ，によってさえ実現されうるのである。私的所有はこの

ような意志の力，強力，暴力によって究機的に実現されるものとなり，した

がって私的所有はカ (Macht，Gewalt) の論理によって支えられている ζ と

がわかる。すなわち，意えまの力が強力，暴力にまで高められることによって

私的所有は究極的に確立される。この点こそが私的所有の形成のヌド賀として

意義を持ってくるのである O この点、こそは「自記労働にもとづく所有j とい

うイデオ口ギヘ意忠によって私的所有を説明する 8然法的所有論と決定的

に区別される点である。「自己労働にもとづく所有」ということが私的所有

の形成論理であると じているものがあるとすれば，それは私的所有

の本質を開ら理解していないものと指摘しないわけにはいかな L、すなわ

らカ (Macht，Gewalt)によって支えられる私的所有者i:'I自日労畿にもとづ

くjものとして正当化し，人々の支持な得るべく提携されたイデオロギーこそ

自然、法的所有権なので、ある。これによって私鵠所有の擁護に普遍性という形

式を与えることができ，支配的思想にまで高めることを可能にしたのである。

「自分の労働にもとづく j ものとして私的所有が成立しているということが

かくして人々の毅a還の日常的意識に支で普濃化するのである。かくして普選

的に成立する私的所有を乗り越えるということがいかに至難のことであるか

が斑解される。ここに私的所有の成立と問時に極めて深刻な思懇的対立が生

み出されることになったのである。
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商品の交換関係に規定されて商品所有者とその意志が発生する。人々はそ

の意味では何よりも社会的諸関係の被造物であり，人々は外界から規定され

る被制約的な存在であることがわかる。この原理は何よりも唯物論である。

かくして人々に対する物象的諸関係の規定性を承認する人々は唯物論の陣営

を形成した。他方では，商品の交換に際しては人々の意志が第一原因として

現われ，唯物論は観念論に転変する。かかる意志を第一原因として商品の交

換関係とその過程が生成することを承認する人々は観念論の陣営を形成し

た。この唯物論と観念論の対立は商品生産者とその社会に固有なものであり，

それは商品の交換過程において必然的に発生する。かかる唯物論と観念論の

対立は，その土台である物象的諸関係を乗り越えていく運動によって初めて

克服されるのであり，それがゆえに唯物論は実践的唯物論(=共産主義)と

してその形態を変えなければならなかったのである。

ともあれ，私的所有者は商品，物件に対して意志を「置き入れる」主体と

して観念論者となる。商品所有者の商品とは，彼にとっては非使用価値であ

り，それは他人にとっての使用価値である。したがって彼の商品は自己の欲

望，意志を充足させ，他人の商品を入手する「交換手段」に他ならず，それ

は商品所有者の意志を実現する手段に他ならなし、。それがゆえに，商品所有

者が主体となり，商品は彼の意志を吹き込まれ，その意志を実現する手段，

担い手となり，商品所有者の客体となる。かくして，ここでの物件の運動

は，法的規定を受けた物象の運動として現われるのである。かかる主客の転

倒の上で，私的所有が形成され，それは力 (Macht，Gewalt)によって現実

的根拠を獲得するものとなる。

(1)私的所有をまずもって占有として規定し，それを「物に自己の意志を置き入れる」

と規定したのはへーゲノレで、ある。

「人格が，ある物件のなかへ自分の意志を置き入れるということは，やっと所有

の概念であって，そのさきのことはまさにこの概念の実現であるJ(法， ~ 51) 

私的所有は何よりも占有としてまずもって成立するのであり，この後に受けと

る諸規定は占有としての私的所有に現実性を与えるものである。

(のあらゆるものを徹底した主体性において把握するへーゲルの観念論こそ，市民社
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ぎきの転倒的構造に規定されたものなので、ある。それは何よりも次の点において明

確に指綴されている。

f人格は，どの物件のやへも自分の;玄足立を畿~入れる一一このことによってそ

の物件は私のものであるーーとしづ権利主乙自分の笑体的な密約としてし必。と

いうのは，物件はそれ自身のうちにそのような沼的をもっておらず2 それの規定

と魂に私の意蕊を受けるからマあるJ(法， ~ 44) 

「毛幼L或るものを，私の，それ自身が外的な支配カのなかにもっということが

お有をなすJ(法， ~ 45) 

「人終的な慈itとしての，したがって鐙刻表の2季五三としての私の意五どは，自分

のものとしての所有において犯にとって君主綴的となるのであるから，所手れま広告号

所有という絵格者ピ得るJ(法， 345) 

以上から務自なよ告に，事A的所有は例ょっも:i;志を綴-JJ.ま図としてき住成してく

るのであり，物語集〈物件〕が人格にとって君主体となるという人格の徹底した主体

伎の支言援にそヘーゲノレに国有なものである。こうした商品生産社会の転倒的構迭

を絶対化している点にこそヘーゲル綴念論の特震をなす。とはいえ，者主的所有が

意ぷを多喜一康調として長定立するという点を何よりも正事震に提出した人こそ他なら

ねへ…ゲノしであった。

tJみのへ…ゲノレの観念論が市民社会に特おな転倒的機迭に灘怨されたものであ

り，かかる転締約機造にへ}グルの弁絞法が競走されているということを妨緩に

抱擁したのは，王f'子1f.長室きである。拙稿はこの点オ?，一平子友j喪主雪の論稿「マルグ

スの経済学批判の方法と形態鏡廷の弁置E法J(す科学の方法と社会認識』所i民汐

文主主， 1979年〉に多いに学んでいる。

迫力Il<:私的所宥の根拠》

占ヰぎが排他的な2章宏、のカによって或立するということは，他人の意志のカを排除する

ものでなければならない。それがゆえにこの意志の力は強力，暴力 Gewaltである。そ

れは他殺の窓念、のカを~定するカである。

「総象的権利は強制jの権利 Zwangsrecl廷である。なぜなら，抽象的緩利に対する不

法はー綴の外的定をのうちにある私の自胞の定者El'と対する，一{僚の強力 Gewalt だか

らマある。だから，この定在宅ピ強力に対して維持することは，あの最初の強力を主義棄す

る強力であるJ(法，喜吉5)

占有がまずは物に窓志攻撃まき入れるものとして成虫し，したがって，それはある物を

外的な滋志の交挺カのやにもっということ℃、あち，それは後三警に対して強力としてのカ

によって占有しているのであり，それをど突に，他殺の3意志、のカから守仇維持するカは

そのカを越えたカとして汲われてくる。すなわち，偽者の意;tを排除する強力によって

6有は現実イじする。

かかるヘーゲルの私的所有の議室長は例よちも自然法的所有観と決定患ちに主要なるのであ
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る。私的所有は究室志のカ，暴力によって混笑殺をど得るというぷは私的所有が f滋己労働

にもとづくものjであるという自然法的なイデオ担当ギーと対決するものであるというこ

とがわかる。私的所有とは何よちも奪ってきたもので、あ札それを支配カの中に鐙くと

いう，かの所有の原初的裁定さど想起き守合るものがある。

したがって， I院記労働にもとづく Jということによって伝的所有が成立しているの

でもなければ，ぞれによって維持されているのでもない。 I自己労働にもとづく所有」と

は私的所有がカによって成立しているということを線級しているイデオロギ…であるこ

とがわかる。すなわち，かかるイデオ口ギ…によってカによる所翁を会聖霊化するものな

のである。とはL、えこれは商ふ所有者には必然、的に生じるイデオ Pギ…でもある。それ

は符よちもブルジョブ役会における労働から出てくるものである。すなわち，ブノレジ沼

ア社会に議ろっては，労働は toiland trouble (~を療と困難〕として現われ，このよう

な労働の代償として，;;js;:滋的な対僚として私的所有が生起するものとして観念されるか

らである。かかる IE弘己労機にもとづく j とL、う綴念が私的所有を足立主主さぜている慈宏、

のカを正さ強化しているのである。

さで，私的所有を成立せしめている怒去さのカは究事霊的には暴力 Gewaltによってさえ

維持されるものであり，これは国家権力 Staatsgewaltという強税約な暴力 Gewaltに

まで高あらまt，この間家機カ?とよって私約所有は章受終的にその現爽性を獲得する。この

点については，拙著 F資本の力と国家の理論~ (務木著書}あ 1980年〉を参照されずこし、が，

ここには援めて重大な問題があることがわかる。

私的所有が慈悲のカによって成立し，それが暴力，強力によって現実的に維持iされる

ということは，私的所有がよち大きなカによゅて没落するものであることを玉沢している

ことである。私的所有がカ (Macht，Gewaめによって成立し，級事害されるというへー

ゲノレの念総からナるならば，それは当然より大なるカによって没溶するであろうという

ことは閉じへ…ゲルの弁霊法から当然の帰結として簡でくるものなのである。この点に

おいて，ヘーゲノレは私的所手ぎを絶対化する自然法的所有論，あるいはブルゾ忍ア緩済学

務を乗り銭えるものをうもに秘めていた。だが，このへ…ゲノレにあった有志命径は，市民

社会が立憲章雪宝剣のうちに狩し込められることによって，ついには押しつぶされるもの

となる。へ…ゲノレにおける逆立ちを克服するとは，何よ与も被の言語理にある革命伎を救

出する点、にある。それは符よ与もマルクスの共産主義である。私的所有害ピ維持するカな

止揚ナるカとそ共産主義そのものなのである。

私豹所有が意三宮、の力(Macht，.Ge官 alt)によって成立しており，それは更にょう大な

る強力，暴力 Gew且ltによって維持されなければならぬのであち，それは必然的に溺

家機カという暴力を食み出す。したがって，私釣所翁を止義きする共燦主義はこの寝言葉主権

力というカと対決金ざるをえない遼動であるということがわかる。国家機カは何よりも

私的所有という現状を維持し，保存しようとする最大のf申告uカマあ弘それに対して，

共jlÏ~主義は紘的所移をど肯定的に応援しようとするよ応ネルギッシュな滋動だからである。
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[2) 髄{随所宥権としての私的所有

記的所有とは，さしあたり物象(物件 Sache)または物 Dingに対し

われることであった。それは交換関係という流通過程の表面におい

るものであった。交換過程とは，この結果のうちに過程が消失するところの

社会的労働の資料変換に他ならない。すなわち，社会的労働の資料変換とい

う人々の協働，活動が物象 Sacheのうちに消失しており，それゆえに，所

有は活動，生産としては把接されず，物象と人との意藤慶係，物象に対する

意悲支配 Herr器chaftdes Willensとして現われた。

ところで，商品はブノレジ認ア的擦の蕗瀧形態をなしていた。高品は使嬬櫛

億と錨値との統一物である。 2警合使用癌鐙として見るかぎりでは，使用価値

は富の資料的側面をなし，それは繋料的富をなす。他方，価舗としてはそれ

は社会的形態の露をなす。鵠{簡は貨幣において物化して説われてくる O ブル

ジョブ的富は葉料的富と社会的形態の言蓄の二君主物である。我々は今までブノレ

ジ認ア釣寓としての商品に対する私的所有'a'考察してきたが， この点主主確認

した上で，紫科的撲と社会的形態の富とに対する私的所有の連関宏明らかに

しなければならない。

労働生産物が務品形態安とり，それが支配的となるや，ある特定の商品が

貨幣となる。紫幣の猿場によって価値は鱗格となって現われる。商品は

や，使用儲値と競格をもったものとして現われる。私的所有者が所有すると

ころの質料的核の大いさはp 貨幣によって度量され，評揺される。私的所賓

の対象とはかかるご重の存在としての商品である。実幣が{函{藍尺度機能を持

つにいたり，すべてのものが価格で評備されるようになる。今や私的所有は

紫料的富としての物と社会的務慈の露としての揺儀(それは一指の黛幣額と

して議われる)とに対する所有権に二議化ずるο労働生産物の商品化は寅幣

を生み，議幣の主主成は労働さ主重量物の商品化合普選1tし，かくして貨幣の生成

は私的所有を普通化ずる。ここにおいて私的所有は部憶に対する所有を本質

的な内容として自己を完成する。それは倒よりも価値所有権として現われ，

極{議所有権拭貨幣の査場によって普選化ずる。すなわち，私的所有権拭価鑑
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所有権として現われることによって普遍化する。

商品と商品との交換は物々交換をなし，ここでの占有が私的所有にまで高

められたのはこの交換当事者の相互承認と L、う社会的な意志関係行為に媒介

されてのことであった。だが，物々交換は場所的，時間的，個人的制限を持

ち，そこでの私的所有の社会的性格は以上の諸制限を持った特殊なものであ

った。この特殊な社会的性格が貨幣の登場によって打破され私的所有が普遍

化する。それは何よりも価値所有権として普遍化するのである。

勿論，商品の価値なるものは，それ自身商品に内在するものであり，それ

に対する所有，すなわち，肉体的に持つこと，手でっかむことは語りょうの

ないものである。それは価値自身の性格による。人々が価値として表象する

のは価格形態においてである。この価格は表象的，観念的な貨幣でもって表

現された一定の貨幣額であり，商品の価値がとる必然的な形態である。商品

の価格形態とは，観念的表象的な形態に他ならず，人々はそれを章徴とみな

すのである。かかる価格においてブルジョア的富の大いさが社会的に評価さ

れるのである。したがって，私的所有において問題となるのは何を持っかで、

はなく，どれだけもつかが問題となる。かくして，価値所有権が私的所有の

本質的な内容となり，価値所有権が，質料的富(=使用価値)に対する所有

権に対して優位性を持って現われてくるのである。

価格によるブルジョア的富の大いさの評価は価値と価格との量的不一致を

ひきおこす。それは更に進んで，質的な矛盾を宿らせる。

「なるほど貨幣は諸商品の価値形態に他ならぬとはいえ，価格は総じて価

値表現たることをやめることがある。絶対的に何らの商品でもないもの，た

とえば，良心，名誉などはその所有者により貨幣で売られ，かくしてその価

格を通して商品形態を受けとることができるJ(K. 1. S，訳218頁)

かくして，商品として生産される労働生産物でないものが，価値を持つこ

となしに，形式的に価格を持つことができるようになる。このことはあらゆ

るものに価格がつき，価格のあるものはすべて私的所有の対象であり，すべ

て商品化されるということを意味する。それは所有の対象とならないものは
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符ものもないということを意味する。あらゆるものが揺絡なもち，商品化さ

れ，それがゆえに私的所翁の対象となるo私的所有，近代的所有権は何より

も価値所有権として光成するのである。

価値所有権が現われるや，私的所有はますます観念的とならざるをえな

い。すなわち，人々の共同意志は，物件 Sache に対する所有としてではな

く，価値に対する所有に譲位性を置き仁その綴億支配によって物件に対する

支記，所有権も根拠づけられるものとして現われる。このことは何よりも

突の商品流通がその現実の運動によって実読されるものとなる。

{函{簡に対する所右とは，繰り返すようであるが，それは人々の表象におい

て成立するものである。こうした表象，観念によって成立する側値所有権が

基礎にあるがゆえに，今や現実の商品流通が進められるものとして人々

れる。蕗品流通の臨接的な形態は W-G-W であり，これが主体なので

あり， この潔雲寺の実現の強い手が商品所有者である。だが商品

されるにはその担い手を必芸春とするのであって，そこに…つの鞍舗が生じる。

商品所有者の意志関係有為があってはじめて磁品流通 W-G-Wが実現2され

るものとして現われる。ここでも潟品所有者の意志が遜程の怒動力とし

われる観念論の世界が展開する。

商品流通における流通とは商品の循環 Kreislauf勺ある。持よりもそれは

潟品の姿態変換，又は形謹変換なのであり，これを通じて社会的な質料変換

(商品の持、手変換〉が蟻介されQoすなわち， WCG-W2 とし、う形態変換

が使用錨髄としての商品羽71>W2 の交換〈口質料変換)合媒介するのである。

このことは師値所有権といかなる関係にあるであろうか。

fどの究寅行為でも，総じて交換過程が生ずるかぎりで誌， もちろん対象

物が手放される。絞売される対象の所有がつねに譲渡される。だが髄{邸主手

放されない。販売にさいしては商品は手放さ5れるが，商品の倒{寵は手放され

ないのであって，この締{僚は貨幣の形態で……返還される。購買にさいして

は貨幣は手放されるが，貨幣の儲{畿は手放されないのであって，この指値は

商品の形態で填補されるJ(K. III. S. 363，訳490
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商品流通 W-G-Wにあって，商品所有者は同一価値を保持するのであっ

て，ただその形態が変化するにすぎなし、。このことが，商品の形態変換が質

料変換を媒介するということの意味を明確にしている。商品所有者にとって

は以上のことが価値所有権として意識されるのであって，商品所有者は何よ

りも価値所有者であるということが商品流通において確証されるのである。

更に，商品流通それ自身が価値に対する所有と物件 Sache に対する所有を

区別していることがわかるO

マルクスには価値所有権としづ言葉はなし、。だが，以上の指摘から明白な

ように，価値所有権が十分に語られているということが理解できる。商品所

有者とは何よりも価値所有者なのであり，これに根拠づけられて物件 Sache

に対する所有も成立するのである。すで7こ述べたように，商品に対する私的

所有とは，価値と使用価値との統ーとしての商品の所有であり，この二側面

(価値及び使用価値)に対する所有者の関係は明白ではなかった。だが，商

品流通の中で，価値に対する所有が私的所有の本質的な内容となるというこ

とがわかる。

追加《価値所有権と私的所有の観念的性格》

価値に対する所有を誰よりも明確に提出したのはへーゲノレで、あり，本稿の「価値所有

権」は何よりもへーゲ、ルの「価値」論の唯物論的改作である。へーゲノレは価値所有権を

もって私的所有が完成する点、を次の如く述べる。

r..・H ・物件の独特の有用は同時に量的に規定されたものとして，同じ有用性をもった

他のもろもろの物件と比較されたものとして，同じ有用性をもった他のもろもろの物件

と比較されうる。したがって，その物件もまた，他のもろもろの必要にとって有用で、あ

るもろもろの物件と比較されうるのである。物件のこうした普遍性の単純な規定された

あり方は，その物件一個の特殊性から生じ，したがってこの独特の質は同時に度外視さ

れる。物件のこのような普遍性こそは，物件の価値であって，この価値において，物件

の真実の実体性は規定されており，かつ意識の対象なのであるJ(法， ~ 63，傍点筆者〉

へーゲノレは物件の「価値」を「物件の真実の実体性」として規定し，それによって人

々の意識が規定されるのではなく， r意識の対象」として主体的に把握する。かくして

「所有(=私的所有)Jは価値に対する所有として完全性を得る。

「私は物件の完全な所有者として，物件の使用についてと同じほど物件の価値につい

ても所有者なのであるJ(法， ~ 63) 
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へーゲんにあっては「倣値jの所有において私的所有が成立するのであるが，その

fl錨鎖jは機器量，重量徽とされ，人々の意識の波物とされ，後援主的にその綴念議舎をど貫徹'd

せる。

ffiffift露の概念を港予察するならば，物件そのものはただ事襲識と見なされるだけであっ

て，それ自身としてではなく，それが値いするところのものとして支重用するよ〈法，き 63)

?一つの物件の価僚は，必華客ないし欲求への関係においてきわめてさまざまであちう

る。だがもし価値の独特なもので、はなし始象的なものを淡象しようとするなら，貨幣

がこれである。貨幣はすべてのものをど代表するjく肉j二〉

かようにへーゲノレt主総値およびそれの独立の化」きとしての貨幣を標識，意徴として裁

くのである。これこそはへ…ゲノレさ技会めとする 18俊紀における備儀及び貨幣について

の特有な言語紛様式であったのであ号，-ctノレタスのf阪総務，貨幣訟は何よりもこの点合捻

判しえたものなのである。

「商品はいずれも，領i箇としてはその磁めに支出怒れた人間的労働の物委員約外皮にす

ぎぬから，ーの宝章擦であろう。だがひとは，…定の生厚長様式の基礎J::で諸物委員が受けと

る社会的務後格，為るいは労働の社会的規定が受けとる物象的役絡を，ぷなる主奪綴だと

説くことによっては，同絡にそれらの役格~，人々の慾窓約主主反ヰ設の産物だと説くわけ

である。これこそは，その発然過程がまだ解雪きされえなかった人間的銭関係の銭的諮霊祭

慾から少くともしばらく奇兵の仮議長を取ち除くたI!bvこ， 18世紀に好んて郊いられた説明

様式であったJ(K. 1. s. 105-106，訳， 200 Ji:) 

かように，ヘーゲル及び 18俊紀の法学者は言語おの{防総， 貨幣を「人々の主主主主約な反

言葉の産物J，i霊堂機」として説くのであり， i高品の側絡を綴悠の現議議形態としては認識し

えず，人々の共同の観念として成立ナるものと見なすのである。かかる怨絡において渓

委設する郷後?こ対する所殺の主張におし、て総的所殺の観念絞はきわまり~示すものであ

る。虫、定、る人々 の幾重重において語定立する綴filli，それに対する毅志支配という徹底した私的

所有の観念的役絡の主張を事完成から批判しえたのがマノレタスの方法であったのである。

価値，霊安幣を人々の共隠意惑の康物として説く論理を観念論として批'l'Uするのはたや

すい。だが，それらは人々の意識的活動の媛物でありながら人々の意識から独立し，

逆に彼等の意織や活動を規定する存在.なのである。とのような客観的存従と人々の慈綴

や活動に先立って存在する外的協書きとはぼ別きれなければならない。すなわち，物質か

意識かにのみ主意気7t~唯物語詰では人々の意識者どまといつつ成立しながらそれから独立す

るような存在は語たして総務しえないのである。 湾者の区別を外的自然一般に長率務したの

が予言典派経済学であるとナれば，それら女共に人々の意識の産物?と解消したのがヘーゲ

ルの緩念論である。以上のことを蒸?と解明したのが?ノレタスの実践的~象物語命マあ仇唯

物論のぜルクス定義的形態において始めて解決'dれたのである。この点についてとこで

述べる余絡はないが，意義違から独えした孝子校を o意識外独:ll:}， Oま議内委員:ll:}として峻

別ずる方法が妥当であるようにd恵われる。このような区別は平子支炎震が主主との討論の
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中で指摘されたことであるという点をつけ加えておこう。

[3J 私的所有と債権

商品の交換または売買にあっては，商品所有者の商品は彼にとっては非使

用価値である。彼は自己の欲望を充たす商品を入手しなければならないが，

その手段は自己の商品の譲渡を一定の貨幣額との引換えにのみなすのであ

り，貨幣を入手しさえすれば，いつでも自己の欲望を満たす他人の商品を入

手することができる。この取引にあっては同一価値額が取引されなければな

らない。かかる取引は「契約」とし寸法的規定を受けた意志関係に媒介され

る。

「この法的関係は，一ーその形式は法律的に発達していてもいなくても契

約であるが，一ーそのうちに経済的関係が反映している一一ーの意志関係であ

る)(K. 1. S. 99-100，訳， 191頁)

すなわち，そこでの契約とは，他者に対して自己の商品(又は貨幣)を手

放すと同時に相手にも貨幣(又は商品)を手放すことを約定した意志関係の

対象的形態に他ならなL、。ここに債権が発生する。すなわち，他者に反対給

付を要求する権利が発生する。

商品所有者にとって自己の商品は非使用価値であるがゆえに，それは貨幣

に形態を変化させなければならない。それは商品にとって「命がけの飛躍」

である。それが失敗すれば， 1""なるほど商品はひどい自にあわないが， 商品

所有者は確かにひどい自にあう」。なんとしても契約は成立しなければなら

ない。

価値に対する所有権は商品の価格においてまず現われるが，それは商品所

有者にとって観念的価格として形成されている。観念的価格は現実の価格の

物象的形態としての貨幣の一定量に転形しなければならなし、。社会的形態の

富は価格から手でっかみうる貨幣に転化することによって現実的な感覚性を

受けとり，その実を示す。この形態の富において私的所有は現実的となり，

私的所有者は我が家にいるような安息感を得る。貨幣はいつでも自分に必要
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なものを何でも与えてくれる。

我々はここに所有権に対する議権の鍾越的性格の芽な見ることができる。

私的所有の経済約実現形議，その経済的側議の笑現形態は何よりも自己にと

って非使用締値たる商品な手数し，一定の貨幣額を入手するずることである。

商品はなんとしても腹売されなければならないが，それは債権に基づく商品

と貨幣の持ち手変換として現われ，これなしには私的所有の経務的価値は実

しえないのである。商品所有者にとって非使用鋸植念持ったままではそれ

は何の橿織，意義もないのである。

設反発においては契約，鏡緩という君、志関係にもとづいて貨幣が入手される

ものとなる。商品流通という一過程は人々の意志によって議行されるものと

して現われる。所有権に対する債権の援越的性格とは，それが何よりも

関係，契約?とよって荷品の売紫が実現されるものとして現われてくるという

ブルジョア社会の特有な転{倒的構造の法的表現に抱ならなし、。それはブルジ

ョア社会にあっては私的所有が意志合第一臨患として生起してくるという仮

象性の表現なのである。すなわち，商品流通が人々の意志を起動力とし

現されるということの帰結として所有権に対する僚権の髄越性が生じるので

ある。そして，その基礎には価儀所有権があるのである。

務品の販売にあっては商品という物件 Sach邑は手放されるが，その価儲

は商品所有者のもとで保持されており，それは同一銭値に等しい貨幣という

物件 Sach♀に転化しなければならない。かくして，

う物件 Sacheを手放すことを婆求する権利が発生すのる

商品の姿態変換 W-G-W という経済的関係によって

関係，または意志関係なのである。

とL、

るO 債権とは，

られた、法的

商品在所有しているかぎりでは，被は可能的，抽象的に私的所有者であっ

て，商品が販売されなければ，彼は遅かれ早かれ私的所有者であること安や

めなければならない。この点に販売が決窓的意義を有しており，時には彼は

りをし，私告さ所有(極植の所有〉を犠牲にしなければならない。かかる

叛売が契約によってなされるので、ある。したがって，契斡が担動力と現われ
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ざるをえなし、。

商品所有者にとって商品の販売は規定的，推進的動因， 目的にまで高めら

れる。貨幣が入手されなければならなL、。価値に対する所有は貨幣において

始めて実現する。したがって，債権は価値所有権の発現として現われる。そ

れは価値所有権と債権の関係を力とその発現として類推させるものがある。

この力の発現の成果，産物が貨幣であるということになる。

債権とは，価値所有権の発現であるということは 支払手段としての貨幣

の登場によって感覚的現実性を受けとる。商品流通は商品の譲渡とそれの価

格の実現とを時間的に分離させる諸関係を発展させる。

商品所有者は商品を販売するが，他方は貨幣の将来の代表者として購買す

る。ここに販売者は債権者となり，購買者は債務者となる。彼等は債権者・

債務者という「法的極印」を捺しつけられる。過程は法的取引に変わる。同

時に，ここにおいて債権・債務の何であるかが，現実的な感覚性をもって把

握される。

この場合，商品の価値形態の展開に変化が生じ，貨幣は支払手段となる。

支払手段としてこの貨幣は社会的労働の個別的化身，交換価値の自立的定

在，として登場する。かかる価値の自立的定在としての貨幣がなんとしても

支払われなければならない。債務者たる購買者が支払をしないならば，彼の

所有物の強制売却が行われる。

かかる取引において商品はすでに譲渡されており，物件 Sache としての

商品の所有者は購買者である。その商品の価格は販売者の側では貨幣請求権

とし、ぅ形態に発現している。すなわち，販売者は物件を手放すが，その価値

は保持しており，それは貨幣という手でっかみうるものによって補填しても

らわなければならない。ここに貨幣請求という債権が生じているのであり，

支払がなされたかぎりでは，価値所有権は支払手段とし、う価値の自立的定在

において実現されているのである。債務者はその支払をなんとしてでもなさ

ねばならぬのであって，債権は債務者の所有権に優越する。支払がなされな

ければ，債務者の所有物はその犠牲にされる。これは支払手段としての貨幣
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の機能から生じるのであり，それの法律的反挟が所有権に対する質権の嬢越

性として現われるのである O それは何よりも貨幣恐協において集中的，

的に現われる。

(1) I溜鐙所有権と佼権との関係についてはへーゲんの次の指擁が多考となる。

「……草えは，じっさい":l:た， e分が貸し渡すところの，もしくは自分に返しても

らうはずの，特殊的物件合点有していることなしに，前の〈貸す〕場合には，ま

だ自分の所有マ7あるところの綴鐙を現実的に15有しつづけておち，後のく返して

もらう〉場合には，もう自分の所有で、あるところの価値きと現実久に占有している

状態におかれる」く法， ~. 8の

ことに，へ…ゲ!lri;'j磁健所有権と僚機との関係，及び{函緩形態上の変換を見事

に潟察しており，それをど法的に淡混していることが理解dれる。それが可能であ

ったのは，ヘーゲルが《倒綴》に対する所有毒E私的所有の本質的な内容として主

張したき請の人だったからに他ずよらない。

[4J 所有権に対する農機の機越的性轄の

t反象{生一…一批判的追加一一

価値所有権は私的所有の本質的舟容をなし，それを土台として賓権が現わ

れた。しかし，ブルジョプ法にあっては〈価値所有機》という範鰭はない。

ブルジョア法にあっては何よりも儲値の器識を欠いているからである。価値

所有権を私的所有の根底に置くということは，商品の運動の主体は価鑑であ

るということきど認識する点にある。すなわち，様{蓋が自立的主体として倒錯

の変態運動会形成しているのであって，この運動によって鷺料変換(物と物

との変換〉が実現されるので、ある。この価値が鶏品の諜欝の主体・であるとい

うことの法的，続倒的表現が儲儀所有権であった。こうした視点の上に立っ

かぎりでは，備鐙所有権が議権，契約よりも重点が援かれるはずである。

なわち，鰻鐘所有権がさ主体であり，それを主張しているかぎりでは，商品の

{踊f疫の自立的連動が商品の運重患の主体であり，契持はそれを土台として形成

される形式，意恋輿係であるということを主張しているのである。

ところで，へーゲノレはその立で、は，契約よりも所有に重点令置いている。

この点では，ヘーゲノレの翠点、をど評価できるものである。物議，へーゲんは観

念論者であり，マルクスとは異なる。とはいえ，価値の自立的運動が主体で
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あるという点ではマルクスもへーゲノレも同じである。しかし，へーゲノレにお

ける《価値》とは，人々の共同の意志・観念の産物であり，そうした章徴・

標識としての価値が主体となっているのである。この点は批判されるべきで

ある。

私的所有の世界では，価値所有権を本質的内容としてまずもって認識する

ことが重要である。だが，法の世界では転倒性が更に進み，債権の優越性と

して現われ，価値所有権が消失するのである。すなわち，私的所有は価値所

有権を本質的内容として生成しながら，それを忘れさるのである。

今日のブルジョア法にあっては，所有権とは物件に対する占有，利用処分

として現われ，それは物権として現われた。その上でブルジョア法にあって

は，物権と債権とを「峻別」するのである。この「峻別の論理」こそが近代

ブ‘ルジョア法の特質をなすものとなっている。かように価値所有権は消失し

てしまっているのである。したがって，価値の認識を欠いた法理論にあって

は商品の運動の主体を価値として把握しえず，それは人々の意志によって実

現されるものとみなすのである。かくして，意志関係としての契約が優位性

をもって現われてくるのである。したがって，人的結合としての債権が物に対

する人の関係としての物権に対して優位性をもって現われてくるのである。

すでに述べた如く，物件に対する所有権は人と物との関係に見えるが，そ

れが私的所有として完成されるには人と人との相互承認に媒介されなければ

ならなかった。より実体的には，物件の運動によって隠蔽されている労働に

おける人々の社会的関係があった。それがゆえにすべての権利は人と人との

関係に根底的に媒介されているのである。所有権が物権として現われるや，

価値所有権は消失するとともに，所有権を成立せしめた人と人との関係すら

消失させ，それは人と物との関係として現われるにいたるのである。

たしかに商品の価値なるものは商品体そのものとは区別される超感性的存

在である。それがゆえに価値所有権なるものは法的形態をとりえず，それは

消失する。したがって債権が必要となってくる。ひとたび債権が現われる

や，それが優位性をもって現われるのである。したがって，金子武蔵教授が
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イ¥ーゲルを次の如く批判するのは，突はIE当である。

f市民社会の基盤にたつならば，我々は所有よりもー鐙契約を護んじなく

てはならぬ。……市民社会は交換社会であり，契約社会である。この点宏被

くへーゲノレのこと， が高調しないのは，法律の基礎たる経済における
(1) 

生産念偏重して突換を十分にとかぬからであるJ

このへーゲノレに対する金子教授の批判はへーゲノレが下級済における生産者ピ

嬬重して交換を十分にとかぬj からであるかどうかは黙として， r市民社会

の基盤に立つならばJ緩めて返しいのである。ヘーゲノレは生産に偏重するこ

となく交換を十分に説いているのであるが，所有権合強調するのは，彼には

側議に対する所有と L、う認識があったからである。しかし，我々は獲に進ん

で契約がよりー欝援要なものとして現象してくるという側面を強調する。そ

れは市民社会の立場にたてば必然的なことである。そのことはへーゲノレが市

民社会の立場に立つ点、において不徹底であったことをど意味している。

市民社会は物的依存関係にもとづく人々の結合である。このことを何より

も綿察しえたのは，へ…ゲノむに他ならないο この物象と物象との額係は人々

の労磁における社会的爵係~隠薮ずるもので、あり，それがゆえに人々は物象

と物象との関係に限が護軍われるのであり，それが市民社会なのである。かか

る物象と物象との関係が主体として現われる市民社会認識に氏どまることな

く，更に人々の意志関係が物象的語読係を実現するというブルジョア社会の

転観的構造にまで進んで‘切らかにしなければならない。この点で，芝田進午

教授が金子教授を批判して次の恕く語るのは，ブルジョブ社会の転機的構造

を十分に把握しきれていないことを意味する。

「金子教授が法的人格の基礎を流通にもとめる場合，溺品の私詰所有権の

性格が流通から出てくるのではなく，商品生態の蒋主主産過程からうまれてく

る事実，流通・交換・契約は生産の契機にすぎないという経済学の弁証法的

な勝則を無視されているのであって，かかる法理論の流選意義……はすでに

批判すぷみなので‘あるJ

国教援は法理論における流通主義を経済学の弁証法に対する無理解とし
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て批判される。だが，私はこのこととは逆の主張をしたい。法理論を流通主

義的に展開するのが経済学における弁証法である〆と。

所有。それは言葉の真の意味で生産と同一である。だが，市民社会にあっ

ては生産における人と人との関係は交換関係とし、う流通関係と Lてのみ現わ

れ，かかる交換，流通に規定された人々の意志が更に主体となり，彼等の意

志の対象化の結果として私的所有が成立する。近代ブルジョア法では，物権

と債権を峻別することを特質としている。それは何よりも交換関係から生起

するものであり，ブノレジョア社会にあっては， 法理論とは， r流通主義」に

ならざるを九ないのであり，その事情を展開するのが経済学における弁証法

である。そのことを自覚的に表明できるものこそ，真に私的所有を実践的に

止揚しうるのである。

私的所有を流通主義的に説いたのはへーゲノレその人であったが，それは不

十分であった。とはいえ，へーゲルこそ流通主義的とならざるをえない市民

社会の特有な構造を直視したその人であり，それはマルクスによって経済学

における弁証法として提示されたのである。マルクスの弁証法こそ以上の事

情を解明しうる唯一の方法なのであり，重要なことは流通主義とならざるを

えない媒介過程を認識することである。

契約が所有よりも優越性をもっというのは仮象である。この仮象的現実を

認識することが重要なのであって，これを「流通主義」と批判するのは，本

質的な事柄でもって直接に仮象的現実を説明することに他ならなし、。

契約，債権が優位性をもって現われてくるのは仮象である。とはいえ，ブ

ルジョア社会にあっては人々が必然的に従わなければならない形式である。

すなわち，人々の意志関係によって物象的諸関係が実現されるのであり，こ

のことに人々は必然的に従わなければならなL、。けだし，契約なしには商品

の売買はなしえないからである。

以上のことは生産の場面にあっても妥当する。ここで述べるべきことでは

ないが，資本のもとでの生産に着目すれば明白である。資本のもとでの生産

は剰余価値生産を本質的内容としているが，それは労働者の労働によってな
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される。労働者は資本家との契約にもとづいて生産過程に導入される。この

契約とは一定の時間ぎめの労働の売買である。契約がなされれば，資本家は

労働者に労働を提供せしめる債権者として現われる。この債権者として現わ

れるということは，労働者は労働に際して資本家の意志に従属するというこ

とであり，資本家は彼を従属させる権力 Macht として現われるということ

である。剰余価値の生産とは労働者にとって債務を果たすものとして現われ

る。かかる契約，債権に導びかれて生産が可能となるというように現われる

のであるから，法的関係が経済的内容を規定するかのように現われる。これ

こそブルジョア社会の観念論であることはいまや明白であろう。

1)金子武蔵『へーゲルの国家論について.1(岩波書広， 1942年， 73頁〕

2)芝田進午『実践的唯物論の根本問題.1(青木書庖， 1978年， 165でー166頁〉


