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経済学研究 33-2
北海道大学 1983.9

所 有と物象化 (1)

一一「資本論Jにおける所有論の展開一一

浅見克彦

日 次

はじめに

第l章商品の物神性と私的所有

第2章生産過程と資本主義的所有関係

第3章資本の蓄積過程と敵対的所有関係の展開

(以上本号〕

第4章資本の蓄積過程と資本主義的所有関係の

「法物神化」

第5章資本主義的蓄積の歴史的傾向と所有変革

第6章 『資本論』と社会主義的所有関係

おオつりに

はじめに

1. 所有論をめぐる問題情況

60年代以降，所有論はマルクス主義の一大論

争点を成してきた。だが論争は止揚されるどこ

ろか平行線を措き続けた後，現在は困難の中の

沈黙を迎えたとさえ思われる。この理論的困難

はいかなるものなのであろうか。

60年代以降の所有論争は，概してスターリン

に代表される旧説をめぐる批判 反批判であっ

た。すなわち，スターリン流の「生産手段が誰

の手にあるか」とし、う所有概念とこの所有の形

態を「基礎的生産関係」とする説1)が，事実上法

律的表象を生産関係の基礎にする転倒として鋭

く批判されたので、あるの。そしてこの批判の中

1) N. B.スターリ γ著，マノレクス=レーニγ主義研

究所訳， w弁証法的唯物論と史的唯物論J]，大月書
居， 1968年， p. 37-43，参照。

2)平田清明， 1"個体的所有概念との出会い(中)J，

『思想J]， 1975年 11月号，芦田文夫， w社会主義的
所有と価値論J]，青木書庖， 1976年， p. 41-100，八

木紀一郎， 1"所有のプロブレマーティタ試論J，W経
済科学J]，第23巻，第2号， 1976年，西村可明，

から新しい三つの潮流が現れた。第 1に，個別

的関係としての所有を法律的とし，所有の経済

的概念を「生産諸関係の総体」とする，モスク

ワ大学系統の議論330 これによれば，社会主義的

所有は経済的諸関係総体の社会化であり，その

実現は物質的生産過程の社会化なのであるの。

この「総体J説は，正当にも所有を経済関係と

して理論化せんとしながらも，所有を生産諸関

係の総体に解消し，それを独自性をもった関係

としては分析せず5L個別的関係としての所有

を意志的=法律的であるという理由で経済学体

系から放逐する誤った傾向6)を生み出しもし

「マノレクスの所有概念についてJ，W経済研究J]，第

28巻，第3号， 1977年，藤田勇， w社会主義社会
論J]，東大出版会， 1980年， p. 43-49，参照。

3) CM.， C. C.且3apaCOB，0 MeTO瓦OJIOrHHH3y可eH-

HlI COl(HaJIHCTI何 eCKOllc06cTBeHHocTH. -B KH. : 

Memodo/lozu切 c/Cue80npbcbt o614eCm8eHHbtX 

Hay/C， 113.1¥-BO MOCK. yH.， 1966;日o江pe瓦.H.A.

UarOJIOBa， Kypc nO/lumu町ec/Cou 8/COHO.MUU， 
3-e H3瓦.， T. 1， 113且-BO{3KoHoMHKa}， 1973 r.， 

CTp. 14-23; C. C 且3apaCOB，0 MeTO瓦OJIOrHH

Kypca rrOJIHTH弓eCKO晶 9KOHOMHH COl(HaJIH3Ma， 

{BonpOCbt 8κOHO.MU/CU}， No.3， 1964 r.; B.口
lllKpeJl.oB， Memod uCC/led08aHufl co6cm8eH-

Hocmu 8 {Kanuma/le} K. Map/Cca. 113江ーBO

MOCK. yH. 1973 r.， CTp. 3-40， 188， 233-234， 

252.また， B. D.シュクレドフ著， 岡稔・西村可

明訳， w社会主義的所有の基本問題J]，御茶の水書
房， 1973年， p. 197以下，芦田， 前掲書， p.52 

-69，参照。

4) B. D.シュクレドブ，前掲訳書， p. 69-136，参照。

5)同様の批判が，芦田文夫氏(前掲書， p. 56-59， 

参照〕や岡田裕之氏 (W社会主義経済研究 IIJ]，
法政大学出版局， 1979年， p. 148，参照〉によっ

てなされている。
6) CM. B. D. lllKpeJl.oB， YKa3. CO可， 58， 96， 179. 

尚，この点に関する建設的な批判としては B.
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た。第2に，第 1の流れとほぼ同様のスターリ

ン批判を行い， 1"所有=生産」の視点7)から「所

有論としての『資本論~J と Lづ理解に立って

「個体的所有の再建」というマノレクス主義の一

大モチーフを析出しため平田清明氏に代表され

る議論。しかし，これもその多大な含蓄にも拘

わらず所有を生産・労働に解消する傾向を有

し，それを独自性をもった関係として徹底して

展開できていない。とりわけ社会主義での「個

体的所有の再建」論は，所有の意志的性格を軽

視して事実上直接的な労働そのものの次元で語

られ，個別的な諸生産過程聞で直接的な労働・

生産そのものを越えて形成される社会的にして

個人的な所有を展開できないという難点を有し

ていた九第 3に，1"所有と経営の分離」現象の説

明の中で， 1"経営者支配」や「機関所有」を指摘

して，もはや私的所有は過程を支配する生産関

係ではない1OLまたは資本主義は消滅したとす

B. JIarraeBa， BOnpOCbl npaBa B {Kanuma/le} 

K. MapICca， 113λーBO{HJpHAHQeCKan ~HTepaTy

pa}， 1982 r.， CTp. 12; A. M. EpeMHH， Memoδ-

O/lOZUfl onpede/leflUfl OCHOBHOZO U UCXOδHOZO 

omHomeHUU f)ICOHO.MUICU CO勾Ua/lU3.Ma.113江-

BO Ka3aH. yH.， 1980 r.， CTp. 33-60. などがあ

る。
7)平田清明， w市民社会と社会主義~，岩波書庖，

1969年， p.77-83，同前，前掲論文，参照。
8)平田，前掲書， p. 103-109，同前， w経済学と歴史
認識~，岩波書庖， 1971年， p. 399-492， 同前，
前掲論文，参照。

めこれは，氏が『市民社会と社会主義』で， I個体
的所有」を労働と分配の権利の関係に傾斜させ

て生産の統御での「社会的=個人的所有」を展開
しない (p.110-125，参照〕点に見られる。だが

筆者は，個別的生産過程間の「社会的=個人的所

有」を固有に絶対化する立場に立つわけではな

い。むしろ，平田氏が強調する固有を乗り越える

という社会主義の課題を，生産行為を基軸として
徹底すべきだと考えるのである。

10) Cf. A. Berle， G. C. Means， The Modern 
Cortoration and Private Proterty， The Ma-
cmillan Co.， 1932，北島忠男訳， w近代株式会社
と私有財産~，文雅堂， 1958年J.Burnham， 
The Managerial Revolution. The John Day 

Co.， 1941，武山泰雄訳， w経営者革命~，東洋経済
新報社， 1951年，また，三戸公， w財産の終景品
交真堂， 1982年，西山忠範， w支配構造論~，文真
堂， 1980年，参照。

る議論1~確かにこれは， 1"生産手段の私的所

有」を「基礎的生産関係」とする旧説の現代資

本主義論での無能力を暴露したが，しかし資本

の物化を前提して成立する「資本所有権」とい

う法律的所有権に囚われて，所有関係が生産関

係でなくなった，資本関係が過程を支配しなく

なったなどの短絡的結論を下す限りでは，それ

は自立化した法律的所有権の背後に経済的所有

関係があるという所有概念の階層性を捉えられ

ない難点をもつものであった∞。

以上からして，新しい諸潮流が自らの積極的

展開に問題を残しながらも旧説の非論理と無能

力を暴露した事はひとまず確認される。ところ

が旧説は相変わらず現存し，新しい諸潮流を反

批判する論陣をさえ固守している問。旧説のこ

の生命力は何によるのか。それは旧説を正当化

する仮象が現存するにも拘わらず，新しい潮流

が旧説の依拠する現実的仮象を仮象として展開

できないからである。故に今や，旧説を単に批

判するだけでなく，この仮象が生ずる根拠を展

開しうる問題設定がなされねばならなし、。

2. 問題設定の転換

問題は， 1"生産手段・貨幣・資本の所有権」が

現実的な社会的支配力の獲得により生産諸関係

の基礎として現れる事が展開できるように設定

されねばならなし、。つまり，経済的所有関係が

単なる法律的所有権に転倒して現れる事を示

11)西山，前掲書， p. 8-73，参照。

12) 10)で掲げた諸論者はほとんど財産権の問題だけ
で資本主義の「変質」を結論している。但し，三
戸氏は「財産中心社会から組織中心社会へ」とい

うパラダイムの転換をしながらも，あくまで所有
論として組織体による支配を追求する(前掲書，
p. 1-21，参照〉点で他の論者と同列視できない。

13) CM. A. 11. naIIIKoB， 06IIIecTBeHHan c06cTBe-

HHOCTb H TOBapHo-AeHeiKHbI巴 OTHOIIIeHHnrrpH 

CO~Ha~H3Me， {BecmHuIC Mr.v}， CepHn 3KO. 

1972 r.， No. 2; nOA peA. C. C. l1~bHHa， B. M. 

AreeBa，刀'p06/le.Mblcou，ua/lucmu'tecICou co6-

cmBeHHocmu， 113江ーBOMOCK. yH.， 1973 r. ま

た，林直道， w史的唯物論と所有理論~，大月書信，
1974年， p. 87-114，角谷登志雄， w現代帝国主義
と企業~，汐文社， 1973年，参照。
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す，所有の階層的展開が問題とされねばならな

い。しかもそれは，経済的所有関係の物化を根

拠として社会的力を具有した物象を主体の名義

(Titel) の下に置く事が社会的支配力となると

いう論理川であるが故に，物象化・物化の諸論

理次元に対応した所有の階層的展開となる。こ

の論理によって初めて，様々な論理次元の所有

の諸概念を固守する諸説の対立が，現実の転倒

にもとづく諸仮象の対立として媒介され，それ

らのいわば「域み合し、」とでも言うべき事態が

止揚されるのである。

また，これは同時に，所有諸関係を独自なも

のとして経済的諸関係の中で展開する論理でな

ければならなし、。何故なら，経済的所有を生産

及び生産諸関係の総体に解消すると，個別の所

有関係と他の経済諸関係の関連が解明されず，

法律的所有が生産関係から隔離された無内容な

「表現形態」とされるのみで，経済的所有関係

が法律的所有権に転倒する論理を問題にしえな

いからである15hそして，まさに所有の独自性

がその意志的性格に存するが故に，経済諸過程

の意志的行為に着目するとし、う発想の転換が必

要となる1630 かくて，経済諸過程の中の意志、的

支配行為を所有と捉え，それに関する社会関係

を所有関係と捉えた上で17九それらの階層的展

14) CM. B. D. lllKpe且OB，YKa3， CO可.， CTp. 144-202. 

だが，ジュクレドフは資本物神の成立論理を追求

しないが故に，その背後にある生産関係としての
所有関係との関連を問題にしえないでいる。 ま
た， K. レγナーは「所有権の機能」 とし、う視角

からこの転倒を問題にしている(加藤正男訳，r私
法制度の社会的機能~，法律文化社， 1977年， p. 

112-117，参照〉。

15)本小論は経済的所有と法律的所有の区別と関連を
問うが，それは両者のア・プリオリな区別から出

発しない。この区別は，所有と言われる事象の存

立構造を聞い，その根底にある諸関係が現象する
論理の中で法律で汲み尽くせぬ内容が見い出され
た時に初めて成立するのである。

16)広松渉， rマノレタス主義の地平~，勤草書房， 1969 

年，山之内靖， r社会科学の方法と人間学~，岩波
書庖， 1973年，真木悠介， r現代社会の存立構造~，
筑摩書房， 1977年，高橋洋児， r物神性の解読~，
勤草書房， 1981年，参照。

17)大井正， r唯物史観における個人概念の探求J]，未
来社， 1970年， p. 285， 327， 参照。尚， この規

聞がなされねばならないことになる。本小論

は，この論理を『資本論』を軸に展開せんとす

るものである。

第 1章商品の物神性と私的所有

1. 商品関係と私的所有関係

商品がブルジョア社会の富の基本形態である

限り，この富に関わる所有も商品関係において

基本形態が与えられる。故に，これを規定する

事が商品論での所有論の課題である。だが奇妙

な事に(殊に「基礎的生産関係」説にとって)

『資本論~ 1"第 1章商品」では私的所有が規定

されていなL、。この点後に検討するが，兎に角

最初にそれが規定されるのは「交換過程」論冒

頭でのことである。

「商品は，自分て守市場に行くことはできないし，自
分で自分たちを交換し合うこともできない。…商品
の番人たちは，自分たちの意志をこれらの物にやど
す人として互いに相対しなければならない。一どち
らもただ両者に共通な一つの意志行為を媒介として
のみ，自らの商品を手放すことによって，他人の商
品を自分のものにするのである。それゆえ，彼らは
互いに相手を私的所有者として認めあわなければな
らない。J(Karl Marx， Das Katital. Ersterband， 
in Karl Marx-Friedrich Engels werke， Bd. 23， 
hrsg. v. Institut fur Marxismus-Leninismus beim 

ZK der SED， Dietz Verlag. 1962. S.99，大内兵
衛・細川嘉六監訳， rマノレクス=ェ γゲノレス全集~，

第23巻，大月書庖， 1965年， p. 113. (以下一般に
Werkeからの引用は，METtぺ③.S.99，訳， p. 113 

というように略記するが， Bde. 23-25に限っては，
K. 1. S. 99，訳， p. 113.というように略記する。))

ここでマルクスは，商品関係を実現するために

は商品に「自分の意志をやどす」意志的支配者

=商品占有者と，彼らの交換に関する「共通の

意志行為」としての意志関係=私的所有関係が

必要だ，としている。従って，この私的所有関

係は商品関係の実現とし、う経済的過程に不可欠

な経済的な意志的支配行為に関する関係であ

り，決して法律的所有権ではなし、18)。確かにそ

定は所有一般の規定として吟味すべきだが，これ
は割愛する。その正当性は，本論中の論理によっ
て判断していただく他ない。

18)藤田勇， r法と経済の一般理論J]， 日本評論社，
1974年， p. 172-187，梯明秀， 1"法学と経済学と
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れは「法的関係 (Rechtsverhaltnis) Jと呼ばれ

ているが， 1"法律的に発展していてもいなくて

も，経済的関係がそこに反映している一つの意

志関係であるJ(ebd.)，また「はじめは交換によ

って，また交換そのもののなかで生じるこの事

実上の関係J(MEW.⑫.S.377，訳， p.379.強

調は原典のもの。以下引用文中の強調は全て同

様。)と言われる事からしてこの Rechtsverha-

ltnisは「権利関係」とし寸法律と経済との限

界概念と理解すべきであって，ここで私的所有

者はあくまで「経済的扮装J(K. 1. S. 100，訳，

P. 113) として，私的所有は経済的な意志的支

配行為として理解されるべきなのである1930

しかし，マルクスの論理にはもう一つの問題

が伏在している。つまり，マルクスは一方で

「これらの物を商品として関係させるには」と

して商品関係が私的所有を規定するように述べ

ながら，他方で「商品は…自分で自分を交換し

合うこともできなし、」として私的所有を商品交

換の論理的前提と認めるのである。これは循環

論ではないのか問。だが注意すべきは，マルクス

の中間領域にある若干の問題(その l)J，r立命館

経済学~，第 16 巻，第 3 ・ 4 号， 1967年，参照。ま

たソ連の同様の見解として，Focydapcm8o， 
npa80， 3KOHOMUKa. {H)Pll江別eCKa51JIllTepaT' 

ypa}， 1970 r.， CTp. 19.がある。

19)有井行夫氏は，この関係が意志的である事をもっ

て経済的で、はないとし経済的所有の存在を一般

に否定する (1現代資本家論とマルクスの人格・所
有理論(上)J，~金融経済~， 188号， p. 80-82， 

99，参照〕が，これは本文中の論理から明らかな
ようにマルクス解釈として首肯できないと共に，

現実問題としても交換行為が意志行為を核心とす
る(これを除くと何が残るか?)が故に誤りであ

る。一般に氏は，物象の人格化が直接には経済的
扮装である事を無視している。

20)ここでは，歴史的前後関係が問題ではない。歴史
的には，全面的交換以前に私的所有が Erb'und

Eigen (K.レシナー，前掲訳書， p.35)，小経営

を基盤として存在したが商品経済社会の存立構造

における私的所有関係の地位はこの事によっては

理解できない。それは，私的所有といラ意志関係

が商品経済社会の基礎か，と問えば明らかであろ

う。そもそも商品経済社会の私的所有はそれ以前
のものとは異なる，私的所有の自己疎外や人格性
の止揚などの独自な性格をもっ(Vgl. K. Marx-F. 

は商品関係の実現=交換のために私的所有を論

理的前提とするのであって，商品関係自体は私

的所有に規定されるのではなくむしろそれを規

定する，という事である。すると私的所有は，

交換関係の実現に不可欠な契機を欠いた抽象的

な商品関係によって規定される事になる。この

論理がいかに奇妙に思えようと，実際マルクス

商品論の論理は，交換に不可欠な私的所有関係

なしに商品関係を想定して商品の属性と商品関

係による価値の表現を展開し213，さらに商品関

係の根底にある諸労働の関連としての商品生産

の一般的な社会的生産関係の物象化とそれにも

とづく物神性を規定した後で初めて交換過程の

私的所有を導出しているのである。この論理は

何を意味するか。ここで我々はマルクスの次の

命題に着目すべきである。

「ここでは，人々はただ互いに商品の代表者とし

てのみ，したがって商品占有者としてのみ存在す

る。…人々の経済的扮装はただ経済的諸関係の人格
化でしかないJ(ebd. 1. S. 99-100，訳， p. 113) 

Engels， Historisch.kritische Gesamtausgabe， 

Erste Abteilung， Bd. 3， hrsg. v. V. Adoratskij， 

1932 (以下 MEGA，1. Bd. 3. と略す)， S， 531-

538，杉原四郎・重田晃一訳，rマルクス経済学ノー

ト~，未来社， 1962年， p. 87-102，さらにK.レ
γナー，前掲訳書， p. 39-42，参照〉ので、あって，

まさにこの独特な私的所有と商品関係との規定関
係が問題なのである。そして我々は，マルクスが

この独特な私的所有に関しては疎外された労働一
私的所有という論理 (Vgl. MEW. Erganzungs・

band， Erster Tei!， 1968， S. 513-522，藤野渉訳，

『経済学・哲学手稿~，大月書庖， 1963年， p. 101 

-117)から分業・交換→私的所有関係という論理
(Vgl. MEGA， 1. Bd. 3， S. 531-545，訳， p.87-

115; MEW. Erganzungsband， Erster Teil， S. 

561，訳， p. 191)へ移行した事に注意すべきであ

る(重田晃一， 1労働疎外論と唯物史観J，~~資本
論』の成立~，岩波書庖， 1967年，大井正， ~唯物
史観の形成過程~，未来社， 1968年， p. 272-279， 

中川弘， I~経済学・哲学草稿』と『ミノレ評注H

『商学論集~，第 37 巻，第 2 号， 1968年， 望月清
司， ~マルクス歴史理論の研究~，岩波書庖， 1973 

年， p. 69-154，参照〕。

21)この問題設定は， 1商品論」における「商品所有
者の欲望」の位置づけをめぐる論争に負うところ

大である(宇野弘蔵， ~価値論の研究~，東京大学
出版会， 1952年， p. 152-178，久留間鮫造， ~価
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すなわち，そもそも商品占有者が商品のあり方

に規定されて存在する人格として登場するので

あり，商品の私的所有者としづ経済的扮装は商

品関係の人格化なのである。 しかも， rもし商

品が従順でなければ，人聞は暴力を用いること

ができるJ(ebd. 1. S. 99，訳， p. 113) にも拘

わらずそうなのである。これは何故か。ここで

我々は物神性の問題に直面しているのである。

すなわち，

「商品形態は人聞にたいして人間自身の労働の社
会的性格を労働生産物そのものの対象的性格として
反映させ，これらの物の社会的な自然属性として反
映させ，したがってまた，総労働にたし、する生産者
たちの社会的関係をも諸対象の彼らの外に存在する
社会的関係として反映させるJ(ebd. 1. S. 86，訳，
p. 97-98) 

とし、う物神性世界では，商品が価値を有する事

は自明の自然的属性であり，商品関係は人格か

ら自立して外的に存する動かせぬ事実2わである

が放に，人格は自明の自然必然性として商品の

属性を実現するために意志行為し，商品関係

を実現するために私的所有関係という意志関係

を結ぶのである 2330 かくて，私的所有は，商品

交換の意志関係が商品の属性・商品関係に自明

のものとして従う，とし、う意味で商品関係によ

って規定されると結論できる。以上のように，

商品関係→商品の属性→商品の人格化→私的所

有と L、う物象の人格化において私的所有が措定

される 24)のなら， r第 1章」で私的所有が規定

されない理由も一般的には理解できる。すなわ

値形態論と交換過程論J]，岩波書信， 1957年 p.

44以下，参照。
22) G ノレカーチ著，平井俊彦訳， r歴史と階級意識J]，

未来社， 1962年， p.9-25， カレノレ・コシーク著，
花崎皐平訳， r具体的なものの弁証法J]，せりか書
房， 1977年， p. 11， 76-240，真木，前掲書 p.

5-33，参照。
23)加古祐二郎， r近代法の基礎構造J]，日本評論社，

1964年， p. 94-95.山中康雄， r市民社会と民法J，
日本評論社， 1947年， p. 85-128，参照。

24)この論理は， r経済学批判』で物象の規定の発展
に対応した人格の規定の発展という形で端的に展
関されている (Vgl.MEW.⑬. S. 28， 76， 115-
117， 128，訳， p. 26， 76-77， 117-118， 129-130)。
また，有井，前掲論文， p. 80-86，参照。

ち，物象の人格化は物象の規定性が解明された

後で初めて展開できるものなのである2530

以上から，マルクスによる私的所有関係の最

初の規定は，商品なる物象の人格化である商品

占有者の経済的な意志的支配行為に関する相互

承認関係と把揮されうる。しかし，このように

物象の人格化において私的所有を定立するとす

れば，それは独特の意志的支配行為として現れ

るのではなかろうか。

2. 私的所有における物神崇拝性

商品交換の私的所有は次の点で独特の性格を

もっ。すなわち，それは商品占有者の相互承認

に媒介された，商品に対する意志的支配行為で

あるにも拘わらず，商品の属性・商品関係に

支配されるのである。それは，主体の客体に対

する関係行為，主体相互の関係行為を商品なる

客体の規定性が支配するとし、う主客転倒なので

ある 2630 そこでこの視角から交換過程の私的所

有を分析する事とする。

交換過程における所有者の意志的支配行為

は，まず商品を交換する意志を前提するO しか

し，これは商品が所有者にとって非使用価値で

あり，価値と L、う属性をもっ事によって強制さ

れた意志である。さらに所有者は，相互の交換意

志の確認を経て，価値表現せねばならなし、。こ

れは具体的には所有者の意志行為に媒介されて

いる。ところが，この意志行為も，価値を表現

する意志が商品の価値性格に規定されており，

さらに価値表現はあくまで商品相互の関係によ

25)こうした把握は， I商品論」のいわゆる物象化論
的理解を示した諸説に負うところ大である〔庚松
渉， r資本論の哲学J]，現代評論社， 1974年， 真
木，前掲書， p. 5-33，平田清明， I物神性の再発
見(上)J，r思想J]， 1969年10月号， 公文宏和，
「価値論と商品論J，r経済科学J]， 第18巻，第1

号， 1971年，梯明秀， I労働市場における法的人
格(下のー)J，r立命皇官法学J]，第13号， 1955年，
p. 89，岩倉正博， I物神性世界に於ける法と経済
(二)J，r法学論叢J]，第99巻， 第3号， p. 60-

61，参照〉。
26) V gl. MEGA. 1. Bd. 3， S. 540， 545，訳， p. 105， 

115. 
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って価値性格が対象的に自己表示される様式で

なされねばならぬが放に，やはり物象の規定性

に従属するものである。この事をマルクスは価

値形態論で，

「さきに商品価値の分析がわれわれに語ったいっ
さいのことを，いまやロシネノレが別の商品，上着と
交わりを結ぶやいなや， 日γネノレ自身が語るのであ
る。J(ebd. 1. S. 66，訳， p. 71) 

と表現している。しかし，価値表現の量的規定

性・交換比率の決定という意志行為には主体の

自立性が認められないか?市場とはこの自由な

行為の交錯ではないのか?確かに，そこには自

立性があるかに見える。何故なら，そこで交換

比率に関する意志が実現しない場合は，交換し

ない事でそれを保持できるかに思われるからで

ある。しかし， I占有者の意志行為」が自立性

をもっ共同体聞の交換や偶然的交換2ηを別とす

れば，全面的交換は交換を目的とした生産をも

たらすので交換しない事は不可能であり，商品

を交換できるように意志行為する事が強制され

るのである28)。

「この価値量のほうは，交換者たちの意志、や予知
や行為にはかかわりなく，絶えず変動する。交換者
たち自身の社会的運動が彼らにとっては諸物の運動
の形態をもつので、あって，彼らはこの運動を制御す
るのではなく，これによって制御されるのである。」
(ebcl. 1. S. 89，訳， p. 101) 

つまり交換比率は物象に固有な関係として現

れ，価値量は物象の内在的規定性として現れる

ので，それに関する意志行為も物象のあり方に

支配されるのである。

以上のように，所有者はたとえ商品を意志的

に支配しても，その意志自体が所有客体=商品

に従うのであって，経済過程を律する主体性は

物象に与えられているのである。この意味で，

27) V gl. K. 1. S. 102-103，訳， p. 118. 

28) V gl. K. Marx， Grundrisse der Kritik der 

tolitischen Okonomie (Rohentwurt) 1857-1858， 
hrsg. v目 Marx.Engels-LeninInstitut， Moskou， 

Dietz Ver lag， 1953， S. 159，高木幸二郎監訳，
『経済学批判要綱~，大月書庖， 1959年， p.167 

(以下，Gr. S. 159，訳， p.167. と略記する)，
また，梯，前掲論文， p. 146.参照。

意志的支配行為である私的所有は物象への従属

とLづ転倒性を有するのであり，決して所有者

の自由を実現しなし、29)。しかし，ブルジョア社

会の支配的イデオロギーでは全く逆に私的所有

こそ個人の自由を実現するものと捉えられる。

これは何故か。

まさにこの転倒は物神性によって生ずるので

ある。まず第 1に，商品関係が所有者にとって

自立した諸物の関係として現れ，商品価値が物

に内在的な自然属性として現れる事により，そ

れらは自然的諸条件・所与の前提として捉えら

れるが故に，物象による所有者の支配は何ら主

体のあり方の拘束ではなく，永遠の自然必然性

=自明性として捉えられるのである。しかし第

2に， 物象による支配が自然必然性とされて主

体がむしろ自然条件の積極的利用としてそれに

従属する事により商品関係・商品価値が骨化さ

れるなら，その結果としてそれらの根拠である

「互いに独立に営まれながらしかも社会的分業

の自然発生的な諸環として全面的に互いに依存

しあう私的諸労働J(ebd. 1. S. 89，訳， p.101) 

の関連も自然必然的に再生産され骨化される事

になり，かくて「私的に独立して存する個人」

が自然必然的な人間本来の姿とされて8OL他の

人格による拘束から逃れる事が自由として価値

観を成し，それを保証する私的所有が自由の実

現とされるのである31)。もちろん，これは物象

的関係によって隠された諸労働の依存関係を捉

えず，従ってまたこの依存関係の自立化である

諸物象の力を通じた諸個人の相互的な支配ー従
交;'.，也令一

属関係を捉えない点で全くの虚偽意識である

29) V gl. MEGA. 1. Bcl. 3. S. 531， 536，訳， p.87， 
97 ; Gr. S. 81，訳， p.84.また， K.レγナー，前
掲訳書， p. 173，川島武宜， r所有権法の理論~，
岩波書脂， 1949年， p. 31-34，真木，前掲書， p. 

128-147，加古，前掲書， p.89-91，参照。

30)この延長上に，自然法=自然権理論を位置づける
事ができょう。

31)マルクスの，自由の観点からする私的所有批判に
ついては， G. G. Brenkert， “Freedom ancl 

Private Property in Marx" in Marx， ]ustice， 
and History， ecl. by M. Cohen， T. Nagel， 
and T. Scanlon， Princeton University Press， 
1980，が興味深い。
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が， しかし以上の意味でブルジョア社会に必然

的なものである。

こうして，私的所有は実のところ物象への人

格の従属でありながら，逆に自由の実現と観念

される，とし、う独特の性格をもっ事が明らかと

なった32)。この転倒は，物象による支配が物神

性により自明の自然必然性として隠蔽される事

を根拠とするのだから，私的所有の「物神崇拝

性」と呼ぶべきものである。

ところが，この私的所有の「物神崇拝性」は

さらにもう一つの転倒を生む。すなわち，既述

のように商品関係・商品価値が自然、的な所与の

条件として骨化され，その結果として「相互に

独立しながら自然発生的な形で社会的に依存し

あう私的諸労働」の関連という「商品生産者の

一般的な社会的生産関係」も客観的に骨化さ

れ，自然的な所与の条件として現れるので，今

や人格の主体性はまずこの自然的な所与の条件

に適合しそれを利用する事だと把握され，商品

関係に適合的な私的所有を社会的な「共同意志J

として承認する法律的な私的所有権が主体的な

社会形成の出発点・基礎として現れるのであ

る。この全社会関係の基礎としての法律的所有

権という法学的世界観33)こそ私的所有の「物神

崇拝性」の帰結なのである。しかしそれは，全

面的に社会的依存の関係にある諸労働が相互に

独立しているが故にこの社会的関係が自立化し

て物象に社会的関係力を与え843，かくてこの物

象の所有権さえ保持されれば特定の社会形態=

商品生産社会が再生産される，という現実の事

態を根拠としている限りは法学だけに関わるも

のではなし、。すなわち，この私的所有権の現実

的な社会的力を，その経済的存立根拠の解明な

しに認知する「マルクス主義」が，社会的諸関

係の基礎は生産関係であるとし、う土台一上部構

造論を適用するならば，法律的な内容しかない

私的所有を基礎的生産関係とする転倒が成立す

32)梯明秀， i労働市場における法的人格(中)J，W立
命館法学~，第 12 号， 1955年 p.130，参照。

33) V gl. MEW.⑫. S. 491-509，訳， p. 494-516. 

34) Vgl. Gr. S. 74ー75，訳， p.78. 

るのである。以上の二つの観念は，その転倒を

公然と認めるか事実上受容するかとし、う相違こ

そあれ，物神性を背景として法律に全社会関係

を規定する基礎とし、う性格を与えて，物神と同

様に法律を神格化する点で共通しており，従っ

てその場合の法律は「法物神」と呼ばれるに適

しく 853，またそれを生み出す現実の構造は生産

関係の「法物神化j と呼ばれるに適しいのであ

る。

しかし，商品の法律的所有権は「法物神」と

して完成されない。何故なら，商品交換関係は

具体的使用価値相互の関係という物象的形態に

おいてではあれ，具体的諸労働の依存関係の痕

跡を残しているからである。これが反省されれ

ば，私的所有権と並んでこの依存関係も社会的

諸関係の基礎とされざるをえなし、。だが， r法
物神」に対するこの批判は貨幣の登場によって

克服される。貨幣は，交換過程を販売 W1-G

と購買 GーW2に分裂させるその自立的な価値

姿態によって，諸労働の依存関係の痕跡である

具体的使用価値相互の関連を隠蔽し，また「四

つの極と三人の登場人物とを前提するJ (ebd. 

1. S. 125，訳， p. 14η 商品の総変態を生む事

により，過程で相対する人格の関係からも諸労

働の依存関係の痕跡を一掃する8%確かに，貨

幣が登場しても W-Gは「命がけの飛躍」で

あり，それに失敗すれば諸個人は「人々の相互

35)法学では， i法的物神性」・「法律物神性」というカ
テゴリーが用いられているが，それらは多義的で
あって，主要には二つの意味がある(加藤新平，
『法学的世界観~，有斐閣， 1950年， p. 1-25，参
照〕。一つはi法律が自立的に社会を律するという
事態をさす場合(川島武宜， i法社会学に於ける
法律の存在構造J，W思想~， 1949年5月号，参照〕
で，もう一つは法律の永遠視を生む事態をさす場
合である (E.パシュカーニス著， 稲子恒夫訳，
『法の一般理論とマルクス主義~，日本評論社，
1958年， p. 113-14β，加古，前掲書， p. 97-103， 
参照〉。筆者は， 経済的所有関係の法律的所有権
への転倒の展開という問題設定からして基本的に

前者を採用するが，後者を事実的な私的所有関係

の自然必然性として修正された形でとり入れ，両
者の関連の中で法物神を定立している。

36) V gl. K. 1. 126，訳， p. 148. 
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の独立性が全面的な物的依存の体制で、捕われて

いることを発見するJ(ebd. I. S. 121，訳， p. 

143)。しかし，これは商品所有者の問題であっ

て，貨幣所有者にとっては問題とはならなし、。

かくて，貨幣は「絶対的に譲渡されうる商品」

(ebd. I. S. 124，訳， p. 146)であり，他の諸商品

を運動させる原動力として現れるのだから的，

貨幣の法律的所有権さえあれば商品所有者との

関係が保証され，もって商品生産の一般的な社

会的生産関係が再生産される事になり，貨幣の

私的所有権は社会的諸関係の基礎，社会的諸過

程をも支配する力38)として全き「法物神」とな

るのである。

こうしてマルクス商品論に私的所有の「法物

神化」の論理を読み込む事ができるが，それは

ひとえに商品生産の一般的な社会的生産関係の

物化により社会的関係力が物象に与えられるの

で的，人格はそれを所有する権利を法律化する

だけで社会的諸関係が再生産されうる，という

事態を根拠としている。だから「法物神」の転

倒性は商品生産の一般的な社会的生産関係に

規定されている法律的な私的所有権が基礎的と

される事にあるのであって，一般に意志的関係

が基礎的生産関係とされる事にあるのではな

い。実際に， I法物神」の基礎にある私的所有

の「物神崇拝性」を否定する条件となる商品の

物神性の否定のためには，全面的な社会的依存

関係にある諸労働が物象を媒介としてではな

く，人格的関係によって直接に関連させられね

ばならないのであり，それはまさに生産に関す

る共同的意志関係によって初めて可能となるの

である4%故にその場合は，社会的意志関係が

生産諸関係の基礎となるが，兎も角ここでは

「法物神化」が物象化・物神性という現実の事

態を根拠とする事が銘記されるべきである。

37) V gl. ebι， S. 130，訳， p. 152. 

38) V gl. ebd.， S. 146，訳， p. 172. 

39) V gl. Gr. S. 78，訳， p.81，また，真木，前掲書，
p. 128-147，参照。

40) V gl. K. 1. S. 94，訳， p. 106; Gr. S. 72ー79，
訳， p. 77-83 

3. I自己労働にもとづく所有」としての私的

所有

「自己労働にもとづく所有」は後に蓄積論で

批判されるが，ここではその成立根拠に問題を

限り，それが私的所有の「物神崇拝性」に支え

られた所有の根拠づけ=I所有権原J41)である

事を解明する。

まずマノレクスによる「自己労働にもとづく所

有」の説明を確認しよう。

「本源的には，所有権は自分の労働にもとづくも
のとしてわれわれの前に現れた。…なぜならば，た
だ同権の商品占有者が相対するだけであり，他人の
商品を領有するための手段はただ自分の商品を手放
すことだけであり，そして自分の商品はただ労働に
よってっくりだされうるだけだからである。j (ebd. 

1. S. 609，訳， p. 760) 

この説明は不十分である。何故なら，所有の根

拠とされる労働が所有者のそれとして現れる論

理が欠落しているからである。そこでこの点が

商品論で詳論されているいわゆる『経済学批判

要綱』を分析する事としたい。

まずマルクスは単純流通での所有の現実的根

拠について次のように言う。

「諸商品の…本源的領有過程は，流通の彼岸によ
こたわっている。j (Gr. S. 902，訳， p. 1022) rど
のようにして彼らが…対象化された労働を領有する
ようになったかということは，一般に単純流通の考
察にははらないように思える事柄である。j(ebd. S. 

903，訳， p. 1023) 

すなわち，商品所有の根拠である現実的過程=

生産は交換では見えないし，論理的にも問題と

ならないのである的。これは，商品交換が諸物

象の関係である事によって労働・生産での諸個

人の関連が隠蔽されるからである43)。では私的

41) V gl. Gr. S. 903，訳， p. 1023.また， 川島， 前
掲書， p. 102，佐藤金三郎， r商品生産の所有法則
についてj，W経済研究J]， 第30巻， 第3号 p.
248，参照。

42)向井公敏， rw経済学批判要綱』における領有法則
の転回についてj，w経済学雑誌J]，第69巻， 第6
号， 1973年，参照。

43)ここで客観的に捨象されるのは，生産における

関連にすぎないのであって，労働・生産一般は，

生産物=商品の立場からではあれ，当然問題にさ
れうる。
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所有の根拠づけは不可能なのか。

確かに現実的過程としての根拠は，商品とい

う結果では消失している。しかし，所有が社会

的承認に媒介されねばならぬ限り根拠づけが必

要である。だからそれはひとまず結果=流通に

求められる他はない叫。

「流通の立場からすれば，他人の商品，したがっ
て他人の労働は自己の労働の譲渡によってだけ領有
することができるj(ebd. S. 903，訳， p. 1023) 

つまり，所有は対象化された形で、相互に自分の

ものと認められた労働の譲渡によって根拠づけ

られる45)。商品交換の立場からは対象化された

形でしか労働が問題にされえないのである。従

って，

「それ自体交換価値の運動にすぎ、ない流通の立場
からは，他人の対象化された労働は等価物の交換に
よる以外には領有す~ごとのできないものである」
(ebd.) 

という事になる。かくて，私的所有は対象化さ

れた労働である価値の譲渡によって根拠づけら

れている，と結論される。

しかし，こうして譲渡による領有の中で物象

的関係によって所有が根拠づけられると，この

物象の論理から本源的領有過程が推論・追想さ

れる。つまり，譲渡される等価物は，し、かなる

過程が先在しようと流通には等価交換による領

有しかないのだから，本源的には所有者自ら形

成せねばならないのである冊。かくて， r自己

労働にもとづく所有」は，等価交換に根拠づけ

られて成立するといえる。

以上から， r自己労働にもとづく」という私

的所有の根拠づけ=r所有権原」が徹頭徹尾所

有者の物神崇拝に支えられている事がわかる。

つまり，生産関係の物象化により所有の現実的

根拠が隠蔽されて商品交換自体に根拠が求めら

44)向井，前掲論文， p. 83-92，鈴木和維，1領有法則
の転変論と再生産論j，W経済学Jl，第4θ巻， 第3

号， p.60，参照。

45)頭川博， i領有法則の論理的転回j，W商学論集Jl，
第47巻，第1号， p. 130-133，参照。

4β〉頭川，前掲論文， p. 132-133，参照。

れ，かくて等価交換という物象の関係に規定さ

れて所有の根拠づけの意志関係が成立したので、

ある。だから，その批判のためには，私的所有

の「物神崇拝性」の根拠である物神性が批判さ

れ，それによって隠蔽される生産過程と交換の

過程的関連が暴露されねばならぬが，これは後

にゆずる。

第 2章 資本の生産過程と資本主義的所有関

係

1. 資本家 賃労働者の交換における「自由な

所有者の関係」

今や生産過程での所有関係を問題とする段と

なったが，まずその前提である資本一賃労働交

換の所有関係が問題とされねばならなし、。

貨幣の資本への転化は労働力商品の存在を必

要とするが，そのためには二つの条件が前提さ

れる。すなわち，第 1に，

「労働力の占有者…は，労働力を自由に処分する
ことができなければならず，したがって彼の労働能
力，彼の人格の自由な所有者でなければならない。」
(K. 1. S. 183，訳， p. 220) 

また第2に，

「労働力占有者が自分の労働の対象化されている
商品を売ることができないで，ただ自分の生きてい
る肉体のうちにだけ存在する自分の労働力そのもの
を商品として売りに出さなければならないというこ
とである。J(ebd. 1. S. 183，訳， p. 221) 

従って，労働力売買は貨幣所有者と労働力所有

者の「自由な所有者の関係」であるとしても，そ

れは資本の固有な前提である限り商品交換一般

の私的所有関係にはない特有の内容をもっ的。

つまり，労働力所有者は「労働の対象化された

商品」を所有しておらず， r彼の人格の自由な

所有者」なのであって，労働力を実現する客体

を所有していないのである。

こうしてみると，労働力売買の「自由な所有

者の関係」に疑いが生ずる。つまり，労働力所

有者はそれを実現する客体なしでそれを意志的

に支配する事はできなし、からである。では彼は

47) V gl. K. 1. S. 184，訳， p.223. 
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何故所有者か。実は，彼が所有者なのはその

実現においてではなく， r自由に処分すること」

においてなのである。処分としての意志的支配

が彼を所有者とするのだ。だが今度は， 自分の

肉体の内にある労働力を処分する者は所有され

る者ではないのか，とし、う疑問が生ずる。にも

拘わらず何故彼は所有者か。それは彼が売るも

のが人格自体とは区別された対象であるかのよ

うな仮象が存在するからである。つまり，彼は

あくまで期限ぎめで売るので，常に売るものと

区別されたそれを処分する意志が人格として存

するのである48)。これは，交換での意志的支配

が商品生産社会の人格の基礎的定在で、ある事に

規定されている49)。だから， r自由な所有者の

関係」は交換での処分に関する意志関係から生

ずる仮象なのである 5030

実際，労働力の処分に関する意志的支配は，

労働力の使用に関する意志的支配の喪失とイコ

ールで、あって，商品交換一般の「自由な所有者

の関係」ではすまない51)。そしてその独特な内

容は，労働力所有者が労働力を実現する客体を

所有していない事の結果である限り，労働の客

体的諸条件に関する所有 無所有の関係を背景

48) I彼は人格として，常に彼の所有としての・・労働
カに関係するのでなければならなし、。そしてそう
でありうるのは，ただ，彼がし、つでもただ一時的
に，一定の期聞を限って，彼の労働を買い手に用
立てーしたがって，ただ，労働力を手放しでもそ
れにたいする自分の所有権は放楽しないというか
ぎりでのことである。J(ebd. 1. S. 182，訳 p.

220) 

49) 48)で引用した「所有権は放棄しない」というマ
ルクスの命題は， このプノレジョア社会の論理を表

現したものである。

50)ここで仮象は架空を意味しない。実際に，個々の

処分が自由意志で行れる限りで労働者は所有者で
ある。だが「自由な所有者の関係」は，労働力の

意志的支配の喪失へ展開するという関連から切り

離された事実で、ある限りでは無所有を隠蔽する事

実的根拠としての仮象なのである。尚，角谷登志
雄， w労働と管理の経済理論~，青木書広， 1969 

年， p. 67-69，藤田，前掲書， p. 190-194，岩倉

正博， I物神性世界に於ける法と経済(ー)J，W法
学論議~，第 99 巻，第 1 号， p.53，参照。

51)角谷，前掲書， p. 60-63，参照。

としている問。従って，労働力売買の「自由な

所有者の関係」はこの所有一無所有の関係を隠

蔽する仮象なのである。とはいえ，この独特の

所有関係は， ここでは事実上の前提にすぎず，

論理的に定立されえない。それは兎も角，今や

生産過程で「自由な所有者の関係」の正反対物

が存する事が解明されねばならなし、。まさにマ

ノレクスヵ~，

「ここで支配しているのは，ただ，自由，平等，
所有，そしてベγサムである。…所有!なぜなら
ば，どちらもただ自分のものを処分するだけだか
ら。J(ebd目1.S. 189-190，訳， p. 230) 

と述べて労働力売買をしめくくるのも，生産過

程で不自由・不平等・無所有の存在を展開する

問題意識の表明に他ならないのである。

2. r労働過程」論と所有論

さて，生産過程における不自由・不平等・無

所有の存在の開示は，資本が労働を自らに従属

させる過程の分析であるが，そのためには従属

させる対象=労働がまずそれ自体として解明さ

れていなければならない問。この故に，

「労働過程はまず第 1にどんな特定の社会的形態
にもかかわりなく考察されなければならないJ(巴bd.

1. S目 192，訳， p. 233) 

では，労働過程はそれ自体としてし、かなる構

造をもつか。それは，労働・労働対象・労働手

段の三契機をもつが，問題はそれらの相互関連

である。

「労働は，まず第 1に人間と自然とのあいだの一
過程である。この過程で人聞は自分と自然との物質
代謝を自分自身の行為によって媒介し，規制し，制御
するのである。J(ebd. 1. S. 192，訳， p. 234) I労働
者は，自然的なもののうちに，同時に彼の目的を実
現するのである。…彼は自分の意志をこれに従わせ
なければならないのである。J(ebd. 1. S. 193，訳，
p. 234) 

つまり，労働者は過程を媒介・規制・制御する

52) V gl. Gr. S. 402， 406， 414，訳， p. 438， 442， 

451. 

53)吉田文和， Iマルクス 1861-63草稿“労働過程"論
の技術論的検討J，W科学史研究~， 122号， p.95， 

参照。
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主体であり，彼の目的に規定された意志が過程

を支配している。そこで，労働と労働手段・労

働対象の関連は次のようになる。

「労働手段とは，労働者によって彼と労働対象の
あいだに入れられてこの対象への働きかけの導体と

して彼のために役だっ物またはいろいろな物の複合

体である。労働者は・それらのものを，彼の目的に応
じて，ほかのいろいろな物にたし、する力手段として

作用させる。労働者が直接に支配する対象は…労働

手段である。こうして，自然的なものがそれ自身彼の
活動の器官になる。J(ebd. 1. S. 194，訳， p. 235) 

ここに，労働手段・労働対象は過程を制御する

労働者の目的に応じて彼により意志的に支配さ

れる客体であり，それにより労働者は彼の肉体

的器官を延長する543，と L、う関連が見い出され

るのである。

以上から， r労働過程」論には， 労働者によ

る労働諸条件の意志的支配という「所有」が伏

在しているといえよう。すなわち， 労働過程

それ自体には労働と「所有」の統ーが存するの

である 55)。もちろん，社会的諸関係が問題にな

りえない以上，この伏在する所有は積極的に規

定されえず，決して伏在の域を出るものではな

い5%だが，労働過程を社会形態に関わりない

ものとして抽象すれば，人聞が労働者であり，

過程を意志的に支配する「所有者」であるのは

当然である。そしてこれこそ労働それ自体のあ

り方なのだから，労働の資本への従属はまさに

54) V gl Gr. S. 391，訳， p.425. 尚，そこで、マノレク

スがまさに所有の本源的規定をなしている事に注

意すべきである。
55)田中菊次， w経済学の生成と地代の論理.11，未来社，

1972年， p. 340-346，参照。だが田中氏は，所有

の潜在を生産物の領有に傾斜させて把えるが故

に，労働諸条件の意志的支配を欠落させて，労働=
所有に短絡しており，筆者とはその位置づけが異

なる。マルクスが「理性の絞智」を引用する (Vgl

K. 1. S. 195，訳， p. 236-237) 事から明らかな

ように，ここで決定的なのは労働での意志的支配

なのである。尚，これをも強調する見解として，

唐渡輿宜， I{所有》とは，本来いかないものであ

ったか?J， W経済学研究.11，第30巻，第4号， 1981 
年， p. 173-177，があるc

56) L アノレチュセール十E パリパーノレ著，権寧十神
戸仁彦訳， W資本論を読む.11，合同出版， 1974年，
p.307，参照。
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この労働と「所有」の統一の否定を不可欠の条

件とする事になる。

しかし， r労働過程」論に潜在する労働と「所

有」の統一は， rあらゆる社会形態に等しく共

通J(ebd. 1. S. 198，訳， p. 241)なものではな

い，と L、う反論が予想される。だが注意すべき

は，マルクスの「あらゆる社会形態に共通」と

は種々の社会形態における労働過程の具体的諸

形態の共通項を意味せず，あらゆる社会形態の

捨象により得られる論理的抽象としての共通性

を意味するという事であり，従って労働過程の

具体的諸形態と「労働過程」論が一致しないの

はむしろ当然なのである問。だからこそ彼は，

「労働過程は，資本家による労働力の消費過程と

して行われるものとしては，二つの特有な現象を示
す。J(ebd. 1. S. 199，訳， p. 243) 

というのである。そこで次に， r労働過程」抗

資本の下に従属する事によってL、かなるものと

して現れるかを見ょう。

第 1に，

「労働者は資本家の監督のもとに労働し，彼の労
働はこの資本家に属している。J1第2に，生産物は

資本家の所有であって，直接生産者である労働者の
ものではない。J(ebd. 1. S. 199-200，訳， p. 243) 

アイグY トウム

ここには，過程の結果としての財産=所有と労

働者との分離が提示されている。しかし，さら

に重要なのはこの根拠となる労働過程自体の変

化である。

「資本家は，労働力のたとえば一日分の日価値を

57) 1労働過程」の諸規定は全ての歴史的形態におい

て実在する，というのが通説だが(河上肇， W資本
論入門J]，第3分冊，青木書庖， 1952年 p.603，

宮川実， W資本論議義 II.1I，青木書庖， 1967年，

p.55，参照)，マルクスは資本主義的労働過程で

のこれら諸規定の転倒を論じている (Vgl.K. S. 
531，訳， p. 659-660; Gr. S. 585，訳， p. 645， 

また，芝回進午， W人間性と人格の理論.11，青木書
庖， 1961年， p. 73ー76，参照〉。つまり，労働と

労働諸条件との関連に関する諸規定が転倒するの

であって，単に「労働過程」が資本関係という形

態をまとうだけでなく労働過程の内容が独自性を
もつのである(篠原三郎， W現代管理論批判.11，新
評論， 1978年， p. 1-102，参照〉。
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支払う。そこで労働力の使用は・・彼のものである。」
「彼が資本家の作業場にはいった瞬間から，彼の労

働力の使用価値…労働は，資本家のものになった」
(ebd. 1. S. 200，訳， p. 243) 

すなわち，価値にもとづく所有を根拠として労

働が資本家のものとなり，労働者は「資本家の

監督」により意志的に支配されるのである。か

くて労働過程が，

「資本家が買った物とのあいだの，彼に属する物
と物とのあいだの一過程J(ebd.) 

となる事によって，生産物が必然的に資本家の

所有となるのである。いまや，労働者は，過程

を意志的に支配する主体から，意志的に支配さ

れる物=客体になり 583，労働自体に伏在してい

た所有の契機は資本家の意志的支配として分離

されたのである。こうした労働と「所有」の分

離こそ，資本主義的労働過程の基本的特徴であ

り，資本の下への労働の形態的従属なのであ

る。

こうしてみれば， r労働過程」論は，あらゆ

る社会形態を捨象した論理的抽象性故に，資本

主義的労働過程の独自性を浮き彫りにし，もっ

て資本主義的所有を間接的に批判する意義をも

っ事がわかる。しかし，交換の「自由な所有者

の関係」が生産過程で反対物になる事を示す課

題は，いまだ資本主義的労働過程での一般的規

定にとどまっており，さらに生産過程での所有

関係の具体的態様が分析されねばならなし、。

3. 絶対的剰余価値の生産と資本主義的所有関

係

交換での「自由な所有者の関係」は，既に意

58)ここでの問題は労働の目的・様式の意志的支配で
あって，労働者が意志一般を喪失するわけではな
い。逆に，資本家が置き入れた意志を彼が保持で
きる事は決定的であり，その枠内で「注意力とし
ての合目的的意志J(K. 1. S. 193，訳， p. 234)は
強化される〔山之内，前掲書， p.50-52，参照〉。

だが，それは彼の目的から発するのでもないし，

過程全体を定立する意志でもない(真木ャ前掲書，
p. 163-168， P.ピッコーネ・粉川哲夫， ~資本の
パラドックスJ]，せりか書房， 1981年， p. 42-48， 
参照〕。

志的に支配する者と支配される者との関係とし

て現れたが，いまだ資本家の支配意志の内容は

具体的に示されなかった。しかし生産過程が

価値増殖過程としても現れて貨幣が現実的に資

本へ転化する段となれば，資本家の支配意志は

剰余価値を規定的動機としたものと規定され労

働者はこれに支配される事になる。かくて，交換

の「自由な所有者の関係」は，今や剰余価値生

産をめぐる支配一従属関係という所有者と所有

される者との所有関係に転化したので、ある。

「彼が自分の労働力を資本家に売ったときの契約
は，彼が自由に自分自身を処分できるということ
を，いわば白紙の上に墨くろぐろと証明した。取引が
すんだあとで発見されるのは，彼が少しも『自由な
当事者』ではなかったということであり，自分の労
働力を売ることが彼の自由である時聞は彼がそれを
売ることを強制されている時間だということであ」
る。 (ebd.1. S. 319，訳， p. 397) 

では剰余価値をめぐる支配一従属関係は，具体

的にはどの様なものか。絶対的剰余価値の生産

では生産様式自体の変化が問題とならない以

上，労働様式は所与とされるので，資本家の支

配意志の内容は労働の量に関わる。

「ここで問題になるのは，もはや労働の質やその
性状や内容ではなく，ただその量だけである。J(ebd 

1. S. 203-204，訳， p. 248) 

かくて，資本家一労働者の支配従属関係は

労働日をめぐる関係となる。

「資本家は…労働日の必然的限界については独特
な見解をもっている。資本家としては彼はただ人格
化された資本でしかない。J(ebd. 1. S. 247，訳， p. 

302) 1"資本が関心をもつのは，ただただ，ー労働日
に流動化されうる労働の最大限だけである。J(ebd 

1. S. 281，訳， p. 347) 

つまり，今や所有関係は労働日延長に関する支

配従属関係となったのである。

これは，価値にもとづく所有を根拠とした資

本家による労働力の使用価値の支配の帰結であ

る。だが交換にはもう一方でト，労働者が労働力

の価値を受け取る権利もある問。かくて，彼も

59)労働者は直接に使用価値=労働の長さを問題には
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価値にもとづく所有を根拠として，労働力の正

常な再生産の不可能がこの権利に反すると告発

し，正常な労働日を要求する。

「ここでは一つの二律背反が生ずるのである。つ

まり，どちらも等しく商品交換の法則によって保証

されている権利対権利である。同等な権利と権利と

のあいだでは力がことを決する。こういうわけで，

資本主義的生産の歴史で、は，労働日の標準化は，労

働日の限界をめぐる闘争 総資本家すなわち資本家

階級と総労働者すなわち労働者階級とのあいだの闘

争ーとして現れるJ(ebd. 1. S. 249，訳， p. 305) 

ここで，標準労働日は労働者の権利の実現とし

ての労働日の制限だから，今や労働日延長に関

する支配一従属関係は廃棄され，労働者は生産

過程内でも所有者たる突を示したのではない

か60) という疑問が生ずる。しかしこれは，労働

日の限界に関する意志的支配の制限を，労働日

の長さ自体に関する意志的支配の廃棄にスリカ

エルものである。そもそも労働者の権利は，商

品交換に由来するのであって613，後者が剰余価

値生産と矛盾しない限り，標準労働日は剰余価

値のために資本家が労働日を意志的に支配する

事を制限せず，むしろそれを社会的に公認する

ものなのである6230 だから，労働者はやはり剰

しえず，受けとった価値からの反省として労働日
を問題にするのである (Vgl. K. 1. S. 248，訳，
g. 303-304)。

60)角谷，前掲書， p. 63-64，藤田， mJ掲書， p. 193， 

参照。これらの議論は，いずれも労働日に関する

権利が，交換での所有・自由の実現である事を見

逃しており，労働過程で労働者が意志的に支配さ

れる事を過小評価している。

61)従って，この権利をめぐる「階級闘争」は，商品

交換の論理を貫徹させるものである。 この意味
で，マノレクスの労働日規定を，商品経済からはみ

出る政治的な「勢力決定説」とみなす(山本哲三，

『資本論と国家~，論創社， 1983年， p. 82-151， 

参照〉のは，経済と政治の分立を悟性的に固定す

るものでマルクス解釈として誤りである。むしろ

マルクスは， 1"階級闘争」が直接には商品交換と

いう物象的関係の次元で定立される事を指摘して

いるのである (G・ノレカーチ， 前掲書， p. 147-

210，平田清明・山之内靖・康松渉， 1"マルクスは
何を提起したのかJ，~別冊経済セミナー~，日本評
論社， 1983年2月， p.3-4，参照〉。

62) L.アノレチュセーノレ+E.パリバーノレ，前掲訳書，

余価値を目的とする意志に支配される者=非所

有者なのである。

I"~売り渡すことのできない人権』のはでな目録に

代わって，法律によって制限された労働日というじ

みな大憲章が現れて，それは『ついに，労働者が売

り渡す時間はいつ終わるのか，また，彼自身のもの

である時聞はいつ始まるのか，を明らかにする』の

である。なんと変わりはてたことだろう!J (ebd. 
1 S. 320，訳， p. 397) 

かくて， 1"自由な所有者の関係」は剰余価値

をめぐる支配一従属関係によって批判された

が， まさにこの所有一非所有の所有関係こそ生

産過程の基礎的な資本関係なのであり 633，資本

主義的な私的所有の諸関係・諸規定を根本的に

支える基礎的所有関係なのである。

「生産過程のなかで、は資本は労働にTこいする…指

揮権にまで発展した。…資本は，さらに，労働者階

級に自分の生活上の諸欲望の狭い範囲が命ずるより

も多くの労働を行うことを強要する一つの強制関係

にまで発展した。J(ebd. 1. S. 328，訳， p. 407) 

だが， この基礎的な生産関係としての所有関係

は，剰余価値を媒介とした支配一従属関係の具

体化であるが故に，同時に労働の資本への従属

の具体化でもあり，従って労働過程の性格を具

体的に変化させる。つまり，

「労働過程の観点、から考察すれば，労働者の生産

手段にたいする関係は…単なる手段および材料とし

しての生産手段にたいする関係だった。…価値増殖

過程の観点から考察するやいなや…生産手段はたち

まち他人の労働を吸収するための手段に転化した。

もはや，労働者が生産手段を使うのではなく，生産

手段が労働者を使うのである。J(ebd. 1. S. 328， 

訳， p. 408) 

今や労働が資本価値としての生産手段による他

p.326，参照。尚，交換での労働者の所有者とし

ての規定は剰余価値生産と絶対に矛盾しないので

あり， 1"自己労働にもとづく財産権」と「他人の

労働に対する支配に基礎を置く資本主義的財産

権」の矛盾において資本主義法の発展を見るく天

野和夫他編， ~マルクス主義法学講座⑤~， p. 18-

19，参照〉のは理解不能である。この点では，商
品交換法の機能変化というK.レシナーの議論の
方が迄かに正しい(前掲訳書， p. 64-65，参照〉。

63) V gl. K. III. S. 799-800，訳， p. 1014-1015，ま
た角谷，前掲書， p.33，参照。
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人労働の吸収という運動に規定される事によ

り，客体が主体を支配する主客転倒が生じるの

である6430 もちろんこれは，資本家の意志的支

配との直接の関連や価値増殖の規定性なしでは

成立しない事態であって，労働過程自体におい

て現れる変化ではない。故に，

「貨幣が生産過程の対象的諸要因・..~こ転化される
とし、うただそれだけのことによって，生産手段は他
人の労働および剰余労働にたいする権原および強制
力原に転化されるのである。j (ebd. 1. S. 329，訳，

p.408) 

とし、う命題は， ここでは文字通りには成立しな

い。それは，相対的剰余価値生産での主客転倒

の先取りであり，そこでの剰余価値をめぐ、る支

配 従属関係の発展をまつべきものである。そ

して， この支配一従属関係が生産過程の基礎的

所有関係であるが故に，その発展は同時に所有

関係の発展ともなるのである。

4. 相対的剰余価値の生産と資本主義的所有関

係の「法物神化」

相対的剰余価値の生産のためには，労働過程

を所与とせずに，その「技術的及び社会的諸条

件同J(ebd. 1. S. 334，訳， p. 415)，つまり生産

様式自体を変革せねばならなし、。そして，剰余

価値が支配 従属関係を根拠とする以上，この

変革は剰余価値生産に適合するように労働過程

自体で支配一従属関係としての所有関係を発展

させる事である。

まず協業での支配一従属関係が問題となる。

注目すべきは資本の指揮である。

「協業が発展するにつれて，資本の指揮は，労働
過程そのものの遂行のための必要条件に，一つの現
実の生産条件に，発展してくる。j (ebd. 1. S. 350， 
訳， p. 434) 

64)仲村政文， r分業と生産力の理論~， 青木書庖，
1979年， p.298，参照。

65)ここで，労働者聞の関係が労働過程の内容として
吟味される事に注目すべきである(遊部久蔵， i価
値論と史的唯物論j，r経済思潮~，第 11 築， 1949 

年，芝田，前掲書， p. 73-76，仲村， 前掲書， p. 

190， 216-221，参照〕。

これまでは，資本家の指揮は価値にもとづく所

有に根拠づけられて資本家が労働を支配すると

いう形態的変化の帰結にすぎなかったが，今や

それは生産自体が要求する現実的生産条件とな

るのである。これは何故か。

資本家の指揮は二重的であって，集団労働に

不可欠な要因としての一般的諸機能と，剰余価

値生産に不可避的な敵対によって必然、とされる

社会的労働過程の搾取の機能とをもっ。前者は

共同的生産一般の条件であるが，後者は資本関

係に規定されるのだから，資本家の指揮が生産

自体の条件となる事は，搾取機能が一般的諸機

能によって隠蔽され，それに溶解する事に他な

らない。で、はそれは何故か。まず確認されるべき

は，協業の生みの親が資本であり，共同的労働過

程を初めから資本が規定する，という事である。

「労働者たちは個々別々の人であって…お互いど
うしでは関係を結ばないのである。…労働過程には
いると同時に彼らは資本に合体されている。協業
者としては，一つの活動有機体の手足としては，彼
ら自身はただ資本の特殊な存在様式で、しかない。J
(ebd. 1. S. 352-353，訳， p. 437) 

従って，当然過程の共同性を統括する一般的諸

機能は資本家に固有のものとなるが，共同性自

体が資本の規定性の下にあるためこの一般的諸

機能も資本に規定される6630 だが，資本の目的

は価値増殖であるから，この資本に規定された

一般的諸機能は初めから搾取機能を内蔵してい

る事になる67)。故に，両者は「直接に不可分に

66)故に，労働過程の資本主義的性格を根拠にそれを

対象とする管理も資本主義的であるとした篠原氏
は正しい(前掲書， p. 1-48，参照〉。一般的諸機

能と搾取機能の抽象的分離に固執する諸説(角谷
登志雄， ir資本論』と管理規定j，r立命館経営
学~，第 13 巻，第 5 ・ 6 号， 1975年， 山口正之，

『社会革新と管理労働~，汐文社， 1975年， p.155 

181，稲村毅， i資本主義的管理の三重性j，r経営
研究~，第 29 巻，第 3 号， 1978年，参照〉は，相

対的剰余価値の生産が資本に適合した労働過程の
創出であるが故に，それに関する指揮の一般的諸

機能も資本に適合的となる，という点を見逃して
L 、る。

67)篠原三郎， iマルクスの管理論j，r立命館経営学~，
第13巻，第2号， 1974年， P. 17，参照。従っ
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混ぜ、合わされている 68)J (ebd. II1. S. 399-400， 

訳， p. 484-485)。すなわち，搾取を目的とした

集団労働の統括が一般的諸機能として現れるの

である的。かくて，資本家の指揮が共同労働自

体の不可欠な存在条件となる。しかもこれは，

「観念的には資本家の計画として，実際的には資

本家の権威として，彼らの行為を白分の目的に従わ
せようとする他人の意志の力として，彼らに相対す
るJ(ebd. I. S. 351，訳， p. 435) 

のだから，支配 従属関係としての資本主義的

所有関係は，生産自体に不可欠な権威への服従

として正当化され，強固にされる。そしてこの

権威により，資本家は指揮能力をもつので資本

家であると L寸転倒が現れ，彼の支配が必然化

される。かくて，協業では所有関係が正当化さ

れるが，それはあくまで人一人の支配一従属関

係として直接に現れており，隠蔽されていない

のである。

さて，支配一従属関係は分業においてし、かに

発展するか。分業はマニュファクチュアを古典

的形態とするが，そこで第 1に重要な点は，

「人間を器官とする一つの生産機構での労働者

間の全体的関連性である。

「一方の労働者の労働成果は，他方の労働者の労
働のための出発点になっている。だから，この場合

には一方の労働者が直接に他方の労働者を働かせ

るJ1"このような…労働者どうしのあいだの直接的
依存関係は，各個の労働者にただ必要時間だけを自

分の機能のために費やすことを強制するのであり」

「一定の労働時間で一定量の生産物を供給するとい

うことが生産過程そのものの技術上の法則になる」

て，一般的諸機能は労働過程ばかりでなく価値増
殖過程によっても規定される。また，搾取機能は
一般的諸機能の達成度に依存するが故に労働過程

の具体的様式によっても規定される。資本主義的

管理は以上の四極関連において捉えられる。

68)浅井啓吾，1"資本制的管理の二重性論をめぐってJ，
『経済系~，第 167 集， 1976年，浪江巌， 1"労働に

対する資本の指揮についてJ，W大阪産業大学論

集~，第 37 号， 1973年，参照。尚，この混和を否

定する諸説(稲村，角谷，前掲論文，山口，前掲

書，参照〉は，一般的諸機能の形で搾取機能が果

たされる管理の日常的事態(例えば職場内 H.R.)

の問題性にアプローチできない。

(e bd. I. S. 365-366，訳， p. 453) 

すなわち，全体的依存関係が労働者相互に労働

を強制しこの全体機構への労働者の従属が

生産自体の技術的法則となるのである O だから

ここでは， 資本家一労働者の支配一従属関係

は，労働者相互の依存性にもとづく生産の技術

的法則に媒介されて，労働者諸個人が全体機構

へ従属する関係として現れる。かくて支配一従

属関係が技術的に必然的なものに発展するが，

それは同時に所有関係の発展で、もある。すなわ

ち，全体機構が労働者諸個人を支配する限り，

そこに資本家は登場しないので，彼の所有は支

配一従属関係から分離され，交換でえられる貨

幣・生産手段の名義 (Titel) という人一物の内

容しかもたぬものとして現れる7030 但し，これ

は全体機構の編成を所与とした場合の現象であ

り，この編成が「資本家のもつ無条件的な権威

を前提するJ(ebd. 1. S.377，訳， p. 466)限り，

この分離は完成されないのではあるが。

さらに第2に重要な点は，細部作業への固定

による労働者の不具化である。

「マニュプアグチュアは…労働者をゆがめて一つ

の奇形物にしてしまれというのは…労働者の細部

的な技能を温室的に助成するからである。J1"今では
彼の個人的労働力そのものが，資本に売られなけれ
ば用をなさなしづいbd.I. S. 381-382，訳， p. 472-

473) 1"それは， 資本が労働を支配するための新たな
諸条件を生み出すJ(ebd. I. S. 380，訳， p.478) 

つまり，不具化という労働者の主体的条件によ

り，労働の資本への従属が必然化され，労働者

69)これを篠原氏は正当にも「管理の物神性」の問題
とする(前掲書， p. 38， 42-44， 181-185，参照〕

が，氏はその成立論理を説いていない。この説明

の試みとして，浅野倣， W個別資本理論の研究~，
ミネ/レヴァ書房， 1974年， p. 197-208があるが，

本小論の後続の展開は，この論理の説明でもあ

る。

70)これを川島武宜氏は m法律』の物神性」と呼ぶ
(前掲書， p わが，その場合氏は，法律が人一

物関係により永遠祝される点を強調する。だが物
神性は何よりも物神の成立論理に支えられるので

あって，核心は所有客体への社会関係の物化によ

る法律的所有権の全能化にある。
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は無条件に資本の付属物となり，支配一従属関

係が固定化されるのだが，それは同時に資本主

義的所有関係の必然化・固定化でもある。

「部分労働者たちにたいして，物質的生産過程の
精神的諸能力を，他人の所有として，また彼らを支
配する権力として，対立させるということは，マニ
ユプァクチュア的分業のー産物である。J(ebd.1. S. 
382，訳， p. 473-474) 

かくて，生産過程を意志的に支配する能力が資

本家に奪われる事により，協業で現れた資本家

と指揮者の関係の転倒が現実の転倒として固定

されて，過程での意志的支配一被支配の関係が

必然化・固定化されるのである。

だがマニュファクチュア的分業で支配一従属

関係は完成されない。

「手工業的熟練はマユュブァクチュアでも相変わ
らずその基礎であり…・・・全体機構も労働者そのもの
から独立した客体的な骨組みはもっていないのだか
ら，資本は絶えず労働者の不従順と戦っている」
(ebd. 1. S. 389，訳， p. 482-483) 

つまり，それは熟練と L寸生産の決定的契機を

有する労働者から成る有機体なので，労働者に

とってはまさに主体編成の問題としてそれに反

抗する余地があるのである。この未完性の克服

は，機械制大工業の成立をまたねばならなし、。

では，機械制大工業で支配一従属関係はいか

に完成されるか。まず、マルクスによる機械の自

動体系の規定を見ょう。

「マニュブァクチュアでは社会的労働過程の編成
は純粋に主体的であり…機械体系では大工業は一つ
のまったく客体的な生産有機体をもつので、あって，
これを労働者は既成の物質的条件として自分の前に
見い出すのであるJI機械は…共同的な労働によっ
てのみ機能する。だから労働過程の協業的性格
は，今では，労働手段そのものの性質によって命ぜ
られた技術的必然となるJ(ebd. 1. S. 407，訳， p. 

503) 

そしてこの事を基礎として「この客体的な有機

体に人間材料がどのようにして合体されるか」

(巴bd.1. S. 416，訳， p. 514)，換言すれば工場

で労働者が機械体系にいかに従属するかが考察

される。まずマルクスは，

「自動装置そのものが主体であり，労働者はただ
意識のある器官として・・中心的動力に従属させられ
ているだけである。J(ebd. 1. S. 442，訳， p. 548) 

というユアの把握を「現代の工場制度を特徴づ

けているJ(ebd.) と評価する。これは，彼が工

場の支配一従属関係を，機械体系=客体による

労働者=主体の支配，主体と客体との転倒にお

いて捉えた事を示している。ではこの転倒が生

ずるのは何故か。これまでの規定からわかるよ

うに，生産過程のあり方が資本家の意志的支配

の下にある限札機械の自動体系は労働者に全

く依存しない既成の物質的生産条件として現れ

る。故に，機械体系にし、かなる支配意志がこめ

られていようと，その編成と運動は生産の物的

・技術的な自然必然性として，絶対に従うべき

ものとして現れるのである 71)。だからそれは，

価値増殖過程一般に見られるような，労働条件

が労働者を使うと L、う転倒とは性格を異にして

いる。

「この転倒は機械によってはじめて技術的に明瞭
な現実性を受けとるのである。J(ebd. 1. S. 446，訳，
p. 552) 

つまりここでは，転倒が労働過程自体の自然必

然性として直接に具現するのであり72L従って

支配 従属関係が生産自体の物的必然性として

実現されるのである73h

このように支配一従属関係が生産過程で完成

されると，所有関係も発展する。すなわち，支

配 従属関係が機械体系による労働者の支配と

して生産の自然性において実現され，物一人の

生産一般とイコールなものとして隠蔽される限

り，所有者たる資本家は支配一従属関係から

完全に分離される。かくて，所有には貨幣・生

産手段の名義という内容だけが残り，それさえ

あれば支配一従属関係が生産の物的必然性とし

71)仲村，前掲書， p. 302-304，参照。
72) Vgl. Gr. S. 582-590，訳， p. 642-651. 

73)ここで物的生産に関する指揮の一般的諸機能はそ

れ自体支配一従属関係を実現する搾取機能を果た

して，後者の隠蔽が物質的現実性を受け取る。
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て生産手段により実現されて剰余価値が保証さ

れる事になるのである7430

「貨幣が…生産手段に転化されるというただそれ
だけのことによって，生産手段は他人の労働および
剰余労働にたいする権原 (Rechtstitel) および強制
力原 (Zwangstitel)に転化されるのである向。」
(ebd. I. S. 329，訳， p. 408) 

ここに，支配 従属関係としての現実的な所有

関係は生産諸条件の名義=法律的所有権として

観念的な人一物の関係に溶解された。もちろ

ん，生産の自然必然性として実現される支配一

従属関係が「機械体系のなかに具体化されてい

てそれといっしょに『主人』の権力を形成して

いる科学J(ebd. 1. S. 446，訳， p. 553)を基礎

とする限りは，資本家も間接的に労働者を支配

するが，それらは機械体系という物的結果では

消失しており，科学は資本家から相対的に分離

されるので，この観念化を否定しはしない。

さて，こうして生産過程の所有関係が法律化

されると，資本とは生産手段の私的所有権であ

り，これが基礎的生産関係である，という「法

物神」が成立する。何放なら，労働力商品が事実

的前提である限り，生産手段の名義さえあれば

剰余価値のための支配一従属関係は所有客体に

よって保証され，資本関係が実現するからであ

る。確かに， これは労働者支配という資本の規

定性が所有客体に物化する現実を根拠とするの

だが，この物神の基礎に資本家一労働者の意志

的支配一従属という経済的所有関係を見ない

「生産手段の私的所有=基礎的生産関係」説は，

物神崇拝により法律的所有権を物神の如く神格

化するものである。だがこれは，私的所有権の

74) K.レシナーの「所有権客体の資本機能J(前掲訳
書， p. 114)は，根底的にはこの支配一従属関係
の物化に支えられている(仲村，前掲書， p.229， 
参照〉。また藤田勇氏は， この問題を「所有関係
の法的表現の二重化」と把えて(前掲書， p. 227)， 

所有関係の観念化を二元論的に処理してしまって
いる。

75)ここで Rechtstitelは権利の根拠， Zwangstitel 

は強制の根拠と読まねばならぬ。

現実的力を根拠とするが故に，単に「法律を経

済の基礎に置く転倒」と論難しても解消きれな

いのであり，あくまで生産関係の物化を逐次的

に追求し， r法物神」の力の根拠を構造的に解明

する事により初めて仮象として批判されるので

ある 7630

ところで，工場内の問題の他にも機械は労働

者に対する一般的反作用として，婦人・児童労働

への支配領域の拡大，労働力減価による支配度

の強化，労働日延長・労働強度増大の促進を通じ

て，支配一従属関係を深化させる。こうして機

械が労働者を絶対的に支配し，打ち殺す77)に至

ると，労働者は生産の自然必然的条件として現

れる機械自体に対して自らの存在をかけて反逆

する。この事をマルクスは次のように表現する。

「およそ資本主義的生産様式は労働条件にも労働
生産物にも労働者にたいして独立化され疎外された
姿を与えるのであるが，この姿はこうして機械によ
って完全な対立に発展するのである。それゆえ，機
械とともにはじめて労働手段にたし、する労働者の狂
暴な反逆が始まるのである。J(ebd. I. S. 455，訳，
p. 564) 

つまり，ここには「労働過程」での労働者の意

志的支配による労働諸条件との統ーが資本の下

で分離され，さらに機械体系で両者は抹殺一反

逆の敵対的対立となる，と L、う所有関係の展開

がある。かくて労働者は，資本家の所有客体に

支配され， 自ら労働手段を攻撃して所有を否定

する非所有者と規定される。

「労働手段は労働者を自立的なものとするー彼を
所有者として定立する。機械装置一固定資本として
の は彼を非自立的なものとして定立し，彼を領有
されたものとして定立する。J(Gr. I. S. 590，訳，
p. 651) 

今や交換での「自由な所有者の関係」は，生産

過程で決定的に批判されたのである。しかしそ

れは，未だ交換自体での仮象を払拭してはし、な

76)故に， 1"生産手段の私的所有=基礎的生産関係」説
とそれを法律的として批判する「所有=生産諸関

係の総体」説の悟性的対立は，生産関係の物化の

論理に媒介されて初めて止揚される。
77) V gl. K. I. S. 425，訳， p.526. 
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いのであり，そのためには，労働力売買自体の

規定が捉え直されねばならず， これまで事実的

前提とされた労働力商品の存在が理論的に定立

されねばならない

第 3章 資本の蓄積過程と敵対的所有関係の

展開

1. 単純再生産と資本主義的な階級的所有関係

貨幣の資本への転化では，r客体的な労働条件

と主体的な労働力との分離が…事実的に与えら

れた基礎であり出発点だったJ(K. 1. S. 595， 

訳， p. 742) が， 今やこの生産諸条件の所有者

一無所有者の所有関係が理論的に定立される。

それは，

「単純再生産によって，資本主義的生産の特有な
結果として絶えず繰り返し生産されて永久化される
のである。J(ebd. 1. S. 595，訳， p. 742-743) 

ではこれはし、かに論証されるか。

まず生産過程により資本が資本として再生産

される。第 1に，再生産の過程的関連では可変

資本を労働者自身が生産する事がわかる。確か

に価値にもとづく所有により「彼自身の生産物

が絶えず資本という形で彼から遠ざかるJ(ebd. 

1. S. 593，訳， p. 739)し，生産物の貨幣形態で

の自立化が過程的関連を断ち切るので，それは

資本家の財源からの支払として現れる。だが「資

本家階級と労働者階級とが考察されJ(ebd.)，過

程的関連が解明されれば， r労働者自身によっ

て絶えず再生産される生産物の一部分，それが

労賃の形で絶えず労働者の手に還流するJ(ebd. 

1. S. 592，訳， p. 739) 事がわかるのである。

また第 2に，同じ事は総資本についてもいえる。

「労働者自身は絶えず客体的な富を，資本とし
て，すなわち彼にとって外的な，彼を支配し搾取する
力として，生産するJ(ebd. 1. S. 596，訳， p. 743) 

. . . . . . . . . . . 
しかしそのためには，資本の敵対性を担う人格

=資本家が再生産されねばならなし、78)。ところ

がまさに労働者は，その根拠となる剰余価値を

78) V gl. Gr. S. 412，訳， p.448.また，平田清明，
『コシメシターノレ資本2J]， 日本評論社， 1981年，
p. 377-370，参照。

生産しているのである。だから，この意味で価

値が資本として物的に存在し続ける根拠は剰余

価値にあるといえる。ここからマルクスは次の

ように言う O

「ある年数が過ぎたあとでは，彼が領有した資本
価値は同じ年数のあいだに等価なしで領有した剰余
価値の総額に等しく，彼が消費した価値額は最初の
資本価値に等しい。JI資本そのものが生産過程には
いったときにはその充用者の働いて得た人格的な所
有だったとしても，おそかれ早かれ，それは…他人
の不払労働の物質化になるのである79)oJ (ebd. 1. 
S.595，訳， p. 741-742) 

まさに生産過程の労働を根拠として資本の物質

的定在が資本として生産されるのである。

他方で，生産過程により賃労働者が生産され

る。労働者の個人的消費は彼自身のものであ

り，その結果は彼の生活であるが，階級関係に

目を向け，事態を過程的関連と社会的広がりに

おいて見れば次の事がわかる。

「絶対的に必要なものの範囲内では，労働者階級
の個人的消費は…資本家にとって最も不可欠な生産
手段である労働者そのものの生産であり再生産であ
る。J(ebd. 1. S. 597，訳， p. 744-745) I個人的消費

は・・生活手段をなくしてしまうことによって，彼ら
が絶えず繰り返し労働市場に現れるようにする。J
ebd. 1. S. 589，訳， p. 746-747) 

この意味で労働者の個人的消費は資本の生産の

一契機となり，これに媒介されて労働者は労働

力しかもたぬものとして生産されるのである。

かくて次の結論が得られる。

「資本主義的生産はそれ自身の進行によって労働
力と労働条件との分離を再生産する。したがって，
それは労働者の搾取条件を再生産し永久化する」
「資本主義的生産過程は，関連のなかで見るならば
…資本関係そのものを・-生産し再生産するのであ
る。J(ebd. 1. S. 603-604，訳， p. 752-753) 

ここに，貨幣の資本への転化で事実的前提とさ

れた生産諸条件に関する所有者と無所有者の所

79)文脈から明らかな通り，筆者は引用文中の「物質

化」を「物象としての特定の価値がいかなる労働

の凝結か」という物象化された直接的次元では捉

えない。マルクスは，この物象化された資本価値の

存立根拠を労働との過程的関連にまでもぐり込ん
で暴露しているのである。
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有関係が，まさに資本主義的生産過程を根拠と

して理論的に定立されたのである。だから，社

会的諸集団聞の所有に関する地位の対立的関係

であるこの階級的所有関係は，確かに生産関係

であるとはいえ8OL生産諸関係を根底的に規定

する基礎的生産関係ではなく，逆に生産過程の

基礎的生産関係たる支配一従属関係に規定され

るものである。つまり，歴史的端初は別として，

ブルジョア社会の存立構造においては，それは

生産過程のあり方に根拠づけられる地位にある

のである的。まさにマルクスが生産過程を論ず

る際にそれを事実的前提とした理由もここにあ

る82)。
以上の如く，この階級的所有関係が生産過程

の必然的結果として永久化されるなら，この過

程的関連の中では，交換で、のそれの現象形態で、

ある「自由な所有者の関係」も異なる様相を呈

する。そこで労働者が「自由な所有者」として

現れたのは，彼が労働力の自由な処分という一

点でその意志的支配者だったからだが，今や

「資本家と労働者とを商品市場で買い手と売り手
として向かい合わせるものは・・過程そのものの必至
の成り行きである。実際，労働者は，彼が自分を資
本家に売る前に，すでに資本に属しているJ(ebd. 

1. S. 603，訳， p目 752)

つまり彼は，処分で自由な意志的支配などせ

ず，むしろ処分を過程的必然として強制され予

定された資本の所有物として現れるのである。

かくて「自由な所有者の関係」としづ仮象は，

交換でも批判されたのである。

80) B. n.ジュクレドブはこの所有関係を「法律的」
とする (CM.YKa3. CO可 CTp.95)が，彼はそれが

法律的媒介を有せず(法律における階級性の仮象

的消失)，またそれが生産当事者の地位に帰結す
る事を無視している。

81)これを逆立ちさせる説明(例えば，林直道， w史

的唯物論と経済学下巻~，大月書庖， 1971年 p.

186，参照)は，生産のあり方が経済諸形態を根底

的に規定する事を無視し，同じく階級的所有のあ

る奴隷制との区別を不可能にしてしまう。
82) CM. B. n. IllKpe，l¥oB， YKa3. CO可 CTp. 91-92， 

但しシュクレドプは，この階級的所有関係と生産
過程の支配従属関係との関連を問うていない。

以上，資本関係・階級的所有関係の永久化・

骨化が論証されたが，この論理の基礎は直接的

生産過程の支配一従属関係である。この意味

で，機械体系での支配一従属関係の自然必然化

もこの論理の根拠を成している。しかしこの

支配一従属関係は未だ社会的には完成しておら

ず，その意味では階級的所有関係の永久化も理

論的留保を含む。それは，蓄積過程での社会的

な支配一従属関係の発展によって補完されねば

ならないのである。

2. 資本の蓄積と資本主義的私的所有

単純再生産での階級的所有関係の永久化を前

提として資本蓄積が説かれる段となったが，ま

ずマルクスが蓄積論を所有論として展開する意

味が確認されねばならなし、。資本の蓄積は資本
アイグγトウム

主義的富=財産=所有の形成である83)。だから
アイゲγトウム

蓄積メカニズムの解明は，財産=所有の根拠，

それが獲得されるに至る過程を明らかにするも

のである。まさにこの意味で，資本蓄積論は領

有論としての所有論なのである。そしてこうし

た問題設定が強く意識しているのはブルジョア

的な資本蓄積観・財産観である。つまり，

「過程進行中の資本の周期的果実としては，剰
余価値は資本から生ずる収入という形態を受け取
る84)oJ(ebd. 1. S. 592，訳， p. 738) 

のであるから，収入の資本への転化=蓄積は資

本の自己蓄積として，所有の根拠は資本として

現れ，実践的観念においては，この資本の自己

蓄積を妨げない事こそ問題だ，という「節欲」

説に結実するのである8530

「彼のあらゆる行動が，ただ彼において意志と意
識とを与えられている資本の機能でしかないかぎり
では，彼にとって彼自身の私的消費は彼の資本の蓄
積から盗みとることを意味するJ(ebd. 1. S. 619， 

83)平田，前掲「個体的所有概念との出会い(中)J，
p. 127-128，参照。

84)この引用文の意義づけに関しては，渡辺多恵子，
毛利明子， m資本論』の根本問題~，駿台社， 1967 

年， p.53，参照。
85)この意味で「節欲」説は，きわめて物神性に囚わ

れた意識である。
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訳， p. 772) 

だからマルクス蓄積論は，この物神崇拝にもと

づ《財産の根拠づけ=r所有権原」を資本蓄積

の内実暴露により批判するというモチーフによ

って貫かれているのである。

「資本家による剰余労働の不断の領有が資本の不
断の自己増殖として現れるJ(ebd. 1. S. 634，訳，

p. 791) I資本家は…彼自身の労働や彼自身の非消費
に比例して富をなすのではなく，彼が他人の労働力
を搾取し労働者の人生のいっさいの快楽を絶つこと
を強要する程度にしたがって富をなすのである。」
(e bd. 1. S. 620，訳， p. 774) 

さて，以上のテーマの確認にたってまずは蓄

積の本質規定がなされねばならなし、。マルクス

は，本源的資本価値の出自の不明確を指摘しつ

つ，追加資本の出自は精確に知りうるとして，

次のように言う。

「労働者階級は，自分の今年の剰余労働によっ
て，次の年に追加労働を使用する資本をつくりだし
たので、ある。これが，つまり，資本によって資本を
生む，と人の言うことなのである。J(e bd. 1. S. 608， 
訳， p. 759) 

ここに資本蓄積の本質把握の第 1声があり，資

本の自己蓄積の内実は剰余労働による資本の創

出である，という批判がある。

次に追加資本第 1号が生む剰余価値が資本化

されて追加資本第2号が形成される。ここに至

れば，

「過去の不払労働の所有が，今では，生きている

不払労働をますます大きな規模でいま領有するため
のただ一つの条件として現れるのである。J(ebd. 1 

S.609，訳， p. 759) 

つまり，資本の蓄積は本質的には剰余労働によ

る剰余労働の領有であり，従って資本主義的財
イグソトウム

産=所有の形成は徹頭徹尾剰余労働に立脚して

いるのである。となれば，今や所有の根拠・権

原が問L、直されねばならない。

まず確認されるべきは，第 1号・第2号とも

各々商品生産の所有権に合致している事であ

る。これは，第 1号では原資本による労働力購

買，交換の自由な処分権の結果である限り明ら

かだが，第2号については何故か。それは，既

に商品生産の所有権に合致せられた第 1号の結

果であり，等価交換にもとづくからである。つ

まり，第 1号を形成した剰余労働からの過程的

関連の分断によって第2号は商品生産の所有

権に合致せられるのである。この過程的関連の

分断こそ商品生産の所有権の存立根拠である

が863，それはまさに貨幣の自立的価値姿態によ

る，剰余労働と追加資本との関連の客観的分断

なのである。

「商品生産…は，商品生産自身の経済的諸法則に
従って判断されるべきだとすれば，われわれはそれ
ぞれの交換行為を・・・その前後に行われる交換行為と
のいっさいの関連の外で，考察しなければならない」
「資本はいつで、もその最初の処女性を保持してい
る。J(ebd. 1. S. 613，訳， p. 764) 

だから，商品生産の所有法則は，商品関係の

物化=貨幣の自立性により，その都度の剰余価

値が剰余労働ではなく交換に立脚した資本価値

の産物とされる事にもとづくのであって決して

その都度の価値が自己労働によるものとされる

事にもとづくのではなし、87)。自己労働にもとづ

く所有は，常に処女性を保つ資本価値の交換に

立脚した自己蓄積とし、う現象を根拠として88)

この資本物神の運動過程を過去へと追想して本

源的な根拠づけをした場合に成立するのであ

る8930 かくて問題は，本源的資本の出自ではな

86)重田澄男， Wマルクス経済学方法論~，有斐閣，

1975年， p. 168-171，参照。

87)マルクスによる次のシスモγディからの引用を参

照せよ。 IW…富は，労働と同じように，また労働
によって，年々の果実をもたらす…この果実は資
本から生ずる収入である。~J (K. 1. S. 592，訳，
p. 738) I(資本家) Wはすでに前もって本源的な

労働によってそれにたいする恒久的な権利を得て
いるのである。~j (ebd. 1. S. 611，訳， p. 763) 

故に「自己労働にもとづく所有」は労働にもとづ

かない「資本の収入J(剰余価値コが定立されて

も存立する。つまり，それは剰余価値が資本の産
物とされる利潤と関連しているのである。

88)故に， I自己労働にもとづく所有」は資本の蓄積
過程自体にも根拠を有する。

89) L.アノレチュセーノレ+E.パロパール，前掲訳書，

p.386-388，尚，この追想は現存する物神性に立
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く，所有の本源的根拠づけの基礎となる，現存

する資本価値の自己蓄積とL、う現象である。こ

の論理によって初めて， r経済学」の本源的労

働による所有の根拠づけをマルクスが現存する

資本蓄積の本質暴露によって批判するという，

一見するとズレている対質関係の必然性も理解

できる。つまり，ブルジョア的財産観はその神

話の決定的基礎として，自己蓄積する資本とい

う仮象を有するが放に，問題はまさに現存する

資本の蓄積メカニズムの解明によってこそ決着

がつけられるべきなのである則。

ではこの問題設定において所有権はし、かに捉

え直されるか。

「われわれが資本主義的生産をその更新の不断の

流れのなかで考察し・・・資本家階級とそれに相対する

労働者階級とに，着目するならば，事柄はまったく
違って見える。J(ebd. 1. S. 612，訳， p. 763-764) 

つまり，階級的視点から過程的諸関連を捉え

て，物象的外被の内実を暴けば所有権は正反対

物に転変するのである。第 1に，交換が仮象と

して現れる。

「資本家と労働者とのあいだの交換という関係は

ただ流通過程に属する仮象で、しかなくなり…内容

は，資本家が，絶えず等価なしで領有するすでに対

象化されている他人労働の一部分を，絶えず繰り返

しそれよりも多量の生きている他人労働と取り替え
るということである。J(ebd目1.S. 609，訳， p. 760) 

しかし， こうして剰余労働一追加資本一剰余労

働の関連で交換が内容的に非交換91)とされれ

脚したものであり，ノミリバーノレが言う通り「現在

の構造をまさしく過去に投影したJ1"記憶」であ

るが故に虚構性を有する。この点で， 1"転変」を

歴史的に捉える諸説〔平田，前掲論文， p.日1-
132，山田鋭夫， 1"マノレタスにおける領有法則転回

の論理J，W思想J]， 1971年， 6月号， p. 18，参照〉

は，少くともマルクスの問題設定からははずれて
L 、る。

90)この点で「自己労働にもとづく所有」を背後で支
える，ブノレジョア的な現存する所有の根拠づけを

狙上にのぼらせる事が重要である。決定的なの
は，ブノレジョア的資本蓄積観対マルクスの蓄積把

握という対質関係なのである。

91)重田，前掲書， p. 173，参照。尚， 1"転変」を剰余

価値の領有において捉える見解(姥原良一， W古

ば，交換の論理に根拠をもっ資本価値の自己蓄

積， r自己労働にもとづく所有」はその根拠を

失う。そこで第 2に，所有権が転変する。

「所有は，今では，資本家の側では他人の不払労

働またはその生産物を領有する権利として現れ，労
働者の側では彼自身の生産物を領有することの不可
能として現れる。J(ebd. 1. S. 610，訳， p. 760) 

つまり，所有は他人の不払労働にもとづき，他

方における労働者の非所有に根拠づけられたも

のとして現れるのである。こうして，資本主義

的私的所有が本質的に敵対的性格を有する事が

暴露されたのである。

以上から，転変論の核心は，交換から派生す

る所有の根拠づけの仮象を，交換自体の内容的

批判によってその成立基盤から転覆する事にあ

ると言える。とすれば，所有の根拠がいかなる

形で我々の前に現れるかが問題なので，事実上

自己労働にもとづく所有が否定されつつも所有

権がそのように現れる根拠=商品交換が批判さ

れない「剰余価値」論的， r単純再生産」叫では

所有権は転変しえなし、。そして，こうした問題

設定の故に，直接には，資本価値の本源的出自

ではなく，所有権原の現存する根拠を成す交換

に立脚した資本価値の自己蓄積という仮象の批

判が肝要なのである 9430

典派資本蓄積論の発展と労働者階級J]，法政大学
出版局， 1974年， p.261，参照〉は，この論理を

見逃している。マルクスは「不等価交換」ではな

く内容的に交換に非ざるものにおいて「転変」を

見ているのである。
92) 1"剰余価値」論の次元で「転変」を把える諸説と

して，姥原，前掲書， p. 261，大津定美，I"W経済学
批判体系』プラ γと資本蓄積論J，W経済学論集J]，

第7巻，第2号， 1967年， p. 100などがあるが，

いずれもマルクス「転変」論が交換自体の批判に

支えられている事を見落している。
93) 1"単純再生産」で転変を説く論者として重田澄男

氏がし、る(前掲書， p. 177，参照〉が，氏は「単

純手手主産」で交換自体の批判がなされない事を看

過している。交換の批判は，資本価値の出自の呈

示を必要条件とするのである。

94) 1"転変」をめぐって『資本論』各版の比較考察が
進められているが，以上の論理はすべての版に共
通と考える。尚，この比較考察については，向井
公敏， 1"領有法則転回論をめぐる『資本論』各版
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かくて，資本主義的私的所有は，他人の剰余

労働，労働者の非所有にもとづく敵対的所有と

本質規定された。実はこの敵対性はイデオロギ

ーの回路を通じて「資本主義的蓄積の歴史的傾

向」の論理に流れこむのであるが，そのために

はまず蓄積の進展におけるこの敵対性の展開が

踏まえられねばならない。

3 資本蓄積の一般的法則と敵対的所有関係の

展開

今や，資本主義的な敵対的所有関係95)は，資

本蓄積の一般的法則として，蓄積の進展におけ

る富と貧困の対立関係にまで具体的に展開され

る。だが，資本蓄積が支配一従属関係を根拠と

する限り，この敵対的所有関係の展開は蓄積に

適合的な社会的支配従属関係の完成でもあ

る9630

マルクスはまず，資本構成不変の蓄積過程で

はいつか賃金上昇が生ずるが，それさえ資本主

義的生産の根本性格を変えないとして，次のよ

うに言う。

「蓄積は，拡大された規模での資本関係を…再生
産するつまり，資本の蓄積はプロレタリアートの
増殖なのである。J(ebd. 1 S. 641-642，訳， p. 801) 

つまり，一方での所有の増大と他方での無所有

の増大が蓄積過程の第 1の産物である。だがこ

れは敵対的所有関係の量的拡大にすぎない。す

なわち，この賃金上昇が資本主義的生産の根本

性格を変えないというのは，剰余価値生産が資

本主義的生産の絶対的法則であり蓄積が独立変

数なので，賃金上昇はいつか蓄積の減退をもた

らす，という事にもとづくのであって， この

資本蓄積に適合的な条件の不在を解決するため

の異同についてJ，r同志社商学』，第28巻， 第2

号， 1976年，大野節夫，r生産様式と所有の理論J]，
青木書信， 1979年， p. 130-168，参照。

95) Vgl. K. 1. S. 687，訳， p.858，また，佐藤金三
郎， m資本論』と宇野経済学J]，新評論， 1968年，
p. 110，参照。

96)平田清明， 1"地平設定のために・市民社会の経済
学批判J，内田義彦他『経済学史J]，筑摩書房，
1970年， p. 374-379，参照。

には，社会的な支配一従属関係の完成による敵

対的所有関係の質的発展が必要なのである。そ

してまさにこれは資本蓄積の過程自体が生み出

すのである。

マルクスは，資本蓄積の進行において，いつ

か社会的労働の生産性の発展が強力な損粁とな

る点が現れ， この相対的剰余価値生産としての

独自な資本主義的生産様式の展開がまた資本蓄

積を促進する，という相乗効果の結果として資

本の有機的構成の高度化を指摘し，相対的過剰

人口の形成を説く。

「一方では…追加資本は，その大きさに比べれば
ますます少ない労働者を引き寄せるようになる。他
方では・・古い資本は，それまで使用していた労働者
をますます多くはじき出すようになるJ (ebd. 1. S 
657，訳， p. 819) 1"労働者人口は， それ自身が生み
出す資本蓄積につれて，ますます大量にそれ自身の
相対的過剰化の手段を生み出すJ(ebd. 1. S. 659， 
訳， p. 821) 

これこそ資本蓄積に適合的な社会的支配一従属

関係の成立である。

「この予備軍は…絶対的に資本に従属しているの
である。この過剰人口は，資本の変化する増殖欲求
のために，いつでも搾取できる人間材料を，現実の
人口増加の制限にかかわりなしに，っくりだす」
(巴bd.1. S. 661，訳， p. 823) 1"この予備軍がその競
争によって就業部分に加える圧力の増大は…就業部
分に過度労働や資本の命令への屈従を強制する」
(ebd. 1. S. 665，訳， p. 829) 1"この基礎の上で行わ
れる労働の需要供給の法則の運動は，資本の専制を
完成する。J(ebd. 1. S. 669，訳， p.834) 

この社会的支配一従属関係の完成により，資

本主義的所有関係の敵対性も深化する。つま

り，相対的過剰人口では，資本としての所有増

大の根拠となる労働力所有の非現実性(失業)

が現れ，またその沈股物たる受救貧民では労働

能力の喪失とし、う無所有が現れるのである 97)。

ここには仮象としての労働力所有さえない。

顕現せる無所有，これこそ蓄積の進展における

敵対的所有関係の発展である。今やそれは，顕

現せる無所有とそれを根拠とした資本としての

9η 荒又重雄， r賃労働の理論J]，亜紀書房， p.33-36， 

参照。
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所有の増大と L、う関係になったのだが，これこ

そ「歴史的傾向」の論理の枢要点を成すものな

のである。

4. 小括

我々は，資本主義的所有関係の敵対的性格を

暴露した。それは資本の自己蓄積という物神崇

拝的なフ守ルジョア的財産観の批判を意識してい

た。だが実はこの自己蓄積する資本という表象

は前提されたにすぎず，未だその成立論理は未

展開だった。つまり，我々は資本蓄積の内実暴

露をそこでの資本の新たな物神的規定性の展開

に先行させたのだが，まさにこの自己蓄積する

資本価値という物神の成立が敵対的所有関係を

隠蔽し， 一層の転倒を生む限りでは r歴史的

傾向」の論理に重大な影響を及ぼすので，それ

が前もって迂回的に展開されねばならなし、。そ

してそれは，蓄積=再生産論に不可避的に関連

する「資本主義的生産の総過程」で，資本の物

化に伴って支配一従属関係，敵対的所有関係が

隠蔽され一層「法物神化」される事の展開とな

ろうが， これは続稿の課題としたい。




