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事義務学研究 36-3
北海道大学 1鈴6.12

げカードゥ派j社会主義者の資本競念

浅見克彦

序

故W・スタ…クは， r J)カ…ドゥ派Jl)社会主

義について次のような批評をしていた。

「ジ器ン・ロッグの弟子達にとって， 自由と

平等は決して切り離すことのできない理急で

あった。産諜革命は，これらニつを程互に碍

立しがたいものとした。それは，大規模企業

の畿稔を確立しつつ，独立職人の社会的民主

主義者ピ破壊し，繋務先した大衆を資本の命令

1)この括猿払 Ricardiansocialistsと呼ばれる鰭

論者の護主総が， 常識とは遣ってヲカ…ドゥ的では
ないことを語意識したものである (Cf.E. Lowen. 
thal， The Ricardian Socialists， Longmans， 

Green &Co.， 1窓口，p.103; M. Blaug， Ricardian 
Economics， Yale Univ. Pr.， 1958， p. 148，馬

・島博保訳 ~9 カードゥ派の経済学J
社. 1981年， 229真。 また， 姻級王た ~9 カアド派

社会主畿~ sョド評論社， 1928隼 3 安藤悦子

「ホジス.'I'ン 労働擁護菱総解題j 所収『世界線

懇教養全集5 イギリスの近代経済思想』河出番

1964然 406瓦参照〉。突は，絞らの理

論~ rスミスj派社会主義」とでFる立場もあるくCf.
P. H. Dougl畠s，Smith's Th母oryof Value 
and Distribution， in: J. M. Clark and others， 
Adam Smith 1776ω1926， The Univ. of 
Chicago Pr.， 1928， p. 98. まずこ，鶴谷三喜努

「リカード…派社会主義序説j務i双 f予言爽学派の
俗文と震潟J有斐閣， 1952伝 268主主;安藤悦子

fイギヲスにおける労働者教育運動の成立JIr歴史

学研究』第272号， 治63今三， 9…10頁，参照〉ほど

である。この意味なリカード?l.護論を彼らの
「真実の知的起源U(H. S. Foxwell， Introduction 
to Anton Menger's The Right ωthe Whole 
Produce 01 Labour， trans. by M. E. Tanner， 
Macmi1lan，路線， p.1xx荒Hi，古沢友予言訳「ロカ
ードー派社会主義論」所収 :H.W.スピ…ゲノレ編

f社会主義と歴史控訴派』東洋経済新報社， 1954恥
76東)と解するのは的はずれである。

に容を議させた。この発震に議濁して，トマス・

ホジスキンは，結鶏告白を平等に優先<'5"1金た。

彼においては，現実主義の方が理懇主義より

も強かった。ウィリアム・トンブスンは度対

の選訳をした。設においては，現懇主義のガ

が現実主義よりも強かった。

自由と平等との絞ーは，依然として

人類の自昼夢であった。それは，多少変更さ

れたとはいえ，ホジスキンの発畏説とトンプ

スンの集義主義的ユ…トピアとの結合を恕諮

体系とした， カーノレ・マルクスにおいて再現

した。こうして，古い理組は経済学の挺判に

取って替わられ，経済学はその理想な喪失し

たのである。oJ

このスタークの批喜平は，経済学批轄という形

での浬念性〈忠由と平等の統一〉の保存を軸と

して，マルクスによる fヲカードゥ旅J社会主

義の継主誌を見る点において，注目されるべきも

のであるo というのも，そうした評儲軸は，両

者の社会託料における総体的論現構図の理解合

建す点では，経済学的議論点を各側約に吟味し

て，両者の呉持会云々ずるような態変喜〉に対し

2) W. St証rk，The ldeal Fi側ndation01 Eco録。鋭化

Thought， Rout1edge & Kegan Paul， 工会43，p. 
148，杉山忠平訳官経済学の思想的基礎J米来社，
1984糸 215-216丸尚 i発展議士heoryof 
developmentJとは，ホジスキンにおける一つの
社会発幾論のことである。

3)例えば，価値捻に関して， リカードずやマノレグス
のそれをはみ出す rl)カ…ドゥ派j 社会主義者の
論理を， 翼手 f混乱Jとして切り捨ててしまう上野
総数授の議論 crタムスンとオウェγJ[J成城大学
経済学研究』第16若手. 1962私 205頁，参照Jや，
儲綴論・剰余綴鐙議議各々においてマノレタスの袈論
水準に透しているか夜かを評備選芸撃とした欽平尾
敏教授の議論〈官リカード派社会主義の研究~ ~本
ノレヴァ議彦警 1975年， 63瓦参持者〉などがある。
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て，はっきりとした優越性を持っているからで

ある。言い換えれば，それは，個々の論点にお

ける差異，だからまたそれらの全体的内容構成

の違いにもかかわらず，両者が，資本主義社会

の現実に批判的に対時する際には，ある共通の

構えをもつことになっている，という重大な問

題を浮き彫りにしうるものだったのである。

本稿は rリカードゥ派」社会主義とマルク

スの経済理論との差異を，個別論点ごとの分析

を寄せ集めたものとしてではなく，まさに上述

のような，ある共通の批判的構えにしぼり込ま

れてゆく総体的論理構成における差異の問題と

して描き出そうとする問題意識を前提してい

る。そして， この課題が果たされるならば，両

者の関係の解釈をめぐる次のような両極的な意

見対立は，その問題設定の根本から止揚される

ことになる。すなわち，結論的な資本批判の共

通性にのみ局部的に注意を集中するめことで，

マノレグスによる「リカードヮ派」社会主義の

「票IJ窃」を論定したり円 あるいはマルクスの

理論をその結論的共通性にヲ|かれて全体的に

「リカードゥ派」社会主義化したりするの一方

の議論と，社会批判において両者が共有する構

えを等閑視し，経済学的個別論点、での差異を強

調することによって， マルクスの経済学批判

を，社会主義者のそれよりもより科学的に正し

い経済学として純化してゆくり他方の議論と

を，両面的に批判し，その対立構図そのものを

全体として止揚してゆく基礎が提供されること

になろう。この意味で，本稿が予定する「リカ

4) V g1. A. Menger， Das Recht auf den vol1en 
Arbeitsertrag in geschichtlicher Darstellung， 
Stuttgart und Berlin， 1904， S. 100-101，森田

勉訳『労働全収権史論』未来社， 1971年， 138頁。
5) Vg1. ebd.， S. 51，訳.76頁:Cf. Foxwell; 0ρ. cit.， 

p. lxxi. 
6) CM.且.P03eHoepr， I1CTOpH5I IIOJIHTH可eCKO員

3KOHOMHH，四CTb BTOpa5l， MocKBa， 1934， C. 

247-248，直井武夫・庚島定吉訳『経済学史二
巻』白揚社， 1937年， 397-399頁。

7)鎌田武治『古典経済学と初期社会主義』未来社，
227-228頁;平尾，前掲書， 67， 120頁，参照。

ードゥ派」社会主義に関する反省的考察は，マ

ルグスの経済学批判の論理構図の理解に関わる

重大問題に，媒介的な形で光をあててゆく基礎

となるものである。

とはいえ， まずは rリカードゥ派」社会主

義者の資本批判の論理構成が，虚心坦懐に了解

されねばならなし、。それは，一言で言えば，彼

らが資本を批判する力はどんな論理に支えられ

ているか， という問題である。したがって，全

ての議論は，批判の対象である資本がどのよう

に捉えられているかということ，つまり彼らの

資本概念を出発点としなければならない。

第 1章偶像としての資本

一一資本批判の全体的輪郭一一

故玉野井芳郎教授がホジスキンについて強調

していたように叱「リカードゥ派」社会主義

は r資本の物神性に対抗した学説」 という性

格を持つ9)0 rリカードヮ派」社会主義により

内在して言えば，それは，資本というものを成

立させる偶像崇拝を暴き，批判したものなので

ある。ここで，彼らの批判したものが，資本に

ついての偶像崇拝ではなく，資本自体を成立さ

せてゆくそれであることに注意されたい。つま

り，彼らにとっては，そもそも資本自体が偶像

だったのだ。それは，我々の意識の錯誤に基づ

く幻想であって，実在ではないというのであ

る。しかし，マルクスのそれも含めた経済理論

が主要な分析対象とする資本が偶像だなどとい

う立言は，いかなる根拠をもってなされている

のであろうか。まずは，偶像としての資本， と

いう資本観を支える彼らの論理構成全体の輪郭

を踏まえておく必要がありそうである。

8)玉野井芳郎『リカアドオからマルグスへ』新評論
社， 1954年， 71， 101-129頁，参照。

9) rそうした幻想，つまりマルクスが言ったような

物神崇拝の破壊がホジスキンの経済学説の根本命
題をなすのだ。J(E. Halevy， Bibliothequedes 
idees histoire du socialisme euroρeen， Ga1li-
mard， 1948， p 35.) 
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1 利潤をもたらすものとしての資本

「リカードヮ派」社会主義者の多くは，資本

を，利潤をもたらすものと定義している。

「資本に関する，最も正確な概念はいかなる

ものか。それはIi耐久的な本性を持ってい

ようがいまいが，利潤の道具にされうるよう

な労働生産物の部分』である。J(William 

Thompson 10)， An Inquiry into the Prin-

ciρles 01 the Distribution 01 Wealth . 

London， 1824 (rep. by Augustus M. 

Kelley， 1963)， pp. 24θ→ 241 (以下 Thom.

PDW.と略して引用J)r労働の生産物のある

部分に，資本という語によって理解される関

係を付与する，ただ一つの事情は，その作製

であれ，充用であれ，消費であれ，それがそ

の所有者に提供する安楽のためにではな

く，ある将来の利潤のために作られ，充用さ

れ，消費される， ということであるように私

には思われる。J(Thomas Hodgskin， Pop-

ular Political Economy， London， 1827 
(rep. by Augustus M. Kelley， 1966)， p. 241 

〔以下 Hodg.PPE.と略して引用。また，

引用文中の強調は原著者によるもの。他の文

献からの引用についても全て同様。J)

では，この利潤は，いかにして生まれると考

えられているのか。ここで前提とされるべき

は，労働だけが富を生むとL、う命題である。

「労働なしでは富はない。……労働が富の唯

一の親なのだ。J(Thom， PDW. pp.6-7) r富
は全て労働によって創造されるのであり，労

働の生産物でない富はない。J(Hodg. PPE. 

p. 19) 

この命題が前提されるなら，利潤も労働を源泉

としていることになり，資本家が労働しない限

り，その不労所得たる利潤は，労働者から資本

家への富の移転・分配にすぎないものとなる。

10)タムスン， トムスンなどとも表記されるが，本稿
は杉山忠平教授の指摘(鎌田，前掲書， 3頁，参
照)に拠りながら， トンプスンという表記をと
る。

それは同時に，その利潤を自己の存在原理とす

る資本を，富の移転・分配にすぎないものと捉

えることでもある。

「この利潤の源泉は，加工されていない素材

に費やされた，熟練によって導かれる労働

が，その素材に加える価値以外ではありえな

い。……追加的価値は労働だけから生ずる。」

(Thom. PDW. p. 166) r私は，資本は何ら

一国民の富の増加ではない， ということを証

明できると信ずる。つまり，それは，一国民

の産業の改善に何ら貢献せず，そしてそれ

は，単に他の人々に害を及ぼすことを原因と

して，ある人々にとっての利益をもたらす，

社会の財産のある新しい分配にすぎないので

ある。J(Piercy Ravenstone， A Few Doubts 

as to the Correctness 01 Some 0ρinions 
Generally Entertained on the Subject 

01 Population and Political Economy， 

London， 1821 (rep. by Augustus. M. 

Kelley， 1966)， p. 23 (以下 Rav.FD. と略

して引用J)r資本はある人から他の人への所

有権の移転にすぎない……。J(ibid.， p. 346) 

2 富の強権的な移転・分配としての資本

ところで彼らは，本来労働こそが，富を生み

それを所有してゆく自然的根拠である， という

ロ y ク的所有観に立つ11)ので，上述のような単

なる移転・分配としての資本・利潤は，本来の

自然法を侵害する，一つの人為的強力の行使と

して，またそれに基づく強権的略奪・詐取とし

て理解されることになる。

「彼〔資本家〕は，法律の強制力の下に，奴

11) Cf. T. Hodgskin， The Natural and Artificial 
Right 01 Property Contrasted， London， 1832 
(in: The Goldsmiths'-Kress Library of 
Economic Literature. Microfilm. Segment 
II.) pp. 34-35; R. L. Meek， Studies in the 
Labour Theory 01 Value， 1956， Lawrence& 
Wishart， pp. 125-126，水田洋・宮本義男訳『労
働価値論史研究』 日本評論新社， 1957年， 152-
153頁。また，平尾前掲書， 21， 23-26頁;白井
厚『ウィリアム・ゴドウィン研究』未来社， 1964 
年， 327-329頁，参照。
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隷の子部たる労働者の労働に対ずる支配力を

ている。J'(Thomas註odgskin，Labouy 

Defended agai鍔:stthe Claims of Capital 

(Cole's ed.) …London， 1922 (rep. by 

AuguはusM.五elley，1969) p. 39 (以下

Hodg..LD， と略して引用。尚，引用文中の

C.Jは事問者による解説・様足である。以

下値の号!用においても全て関様。ヲ) f利潤は

……諾動資本を消費し朗建資本を使黒ずる
Aウア問

、労観者に対して，資本主演が持っている権力か
フ*-"

ら引き出される。JCibid.， p. 70) r強力と

詐歎によって支えられた不正な交換…一法律

の直接的な操作によるにせよ， ひどい社会鰯

度の間接的操作によるにせよーーを通じて，

勤勉な緒措級の労働の生産物が設らり手から

奪われるのだ。J(William Thompson， Laboy 

Rewarded， The Claims of Labor and 

CalうitalConciliαted…Lotidon， 1827 (in: 
The Goldsmithぶ-Kress Library of Econo・

mic Literature. Microfi1m. Segment n)， 
p. 12 (以下 Thom.LR.と襲きして引用J)r労
働会議かせる権力が， 労働者でない人々日・・

られており，だからまだ彼らは，窓惰

の内に存在できるし，社会における彼らの地

位の結果として絶えず持庄できるのである斗

くJohnF，Bray， Labour's Wrinigs and 
Labouy's Remedy…Leeds， 1839 (rep. 

by Augustus M. Kel1y， 1968) p. 179 (以

Bray. LW.さと喝して引用J)

つまり，和潤は，雷の生産袋増大に関わる， f可

らの合理的根誕なしに， 労働者命から吸い上げら

れるのだから，資本は単なる強力安自己の存夜

摂拠にしていると考える他ないのだ。

ところで， この人為的強力には法律や政治

の力も含まれているが， 何といってもその中軸

は，措毅的所有爵係だとされている。

「労働者が，社会の中で，生産する単なる

力以外の全てのものを奪われている限り， 支

た設が， 労1動の手段とする道具や機械，ある

いは自分を保護する家や衣壊，干さら

活動の関に彼が損費している食料さえ所有し

ていない隈り・...・-誠氏彼の労舗の生産物を

全部は使用することができず，それらのほ

とんどを奪われ韓けるであろう。J(Thom. 

PDW. p. 590) r労働と熱諌からの資本の決

定的な分話， またその結果としての勤労する

人々の無視は……富のはなはだしい不平等と

社会を荒露させる苦手や草野悪のほとんど全ての

原因た生み出す，強力と詐数と競争の恐るべ

き務u度に導いた……。J(Thoin. LR. p.1l5) 

したところ， 自由で惑発的な交換は，

生産する能力以外にwら所有じていない，鍛

えなしの単なる生産的労1勤者に対して， ひど

く対抗的に作用するように慰われる。という

のも，それを基にして，またそれを手投とし

て，彼の生産力が料用可能にされることにな

全ての物灘的素材が，設に対立する利益を

もっ他人の手にあづて，被らの間意が援の側

での何らかの務方に必然的に先行する予備行

為であるとすれば，被は資本家たちが設の

労苦への1i!;震として畿の処分にまか喰てよい

と考える設の努働の果突の部分をどれだけに

するかについて， これらの資本家のなナがま

まになってはいないだろうか， あるいは，常

に授らのなすがままに委ねられ続けるのは必

至ではなかろうかバ (Thom.PDW.pp. 

164-165) 

夜前の51用は， トンプスンが， 階較的所有諒察

とした自由な交換が，事実上は強制的収

奪に他ならない， としている点でも興味深い

が， ともあれ， 以上の分析からして，彼らにと

って資本とは，階級的所有関係が資本家に与え

る権力をや心的根拠として，労働者から労犠生

産物を奪い取る，一つの分配関係にすぎないこ

とが理解されよう。

3 爽在をもたないものとしての資本

さで， 資本が以上のようなものだとすれば，

それは，粍鞠の形で蓄を在住み， 増大させる今よう

な根轄を， 自己の内に持った突在としては存夜

しえなし、。換言すれば，資本は，利潤を得てゆ
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く生産的根拠を，他ならぬ資本に固有な実在の

形で持つてはいないのだ。それは，労働という

一つの他者から富を奪い取る，一つの相対的な

権力関係にすぎず，決して実在的富などではあ

りえない。

「他人の所有から取ってくる以外に決して実

現されえない所有は，他人の所有の形でしか

実在を持たないのだ。J(Rav. FD. p. 350) 

「富と権力とは全く相対的な用語であり，そ

れらは積極的な実在をもたない。それらの価

値は，全て他者の貧困や弱さから生ずるので

ある。J(Piercy Ravenstone， Thoughts on 

the Funding System， and its Effects， 

London， 1824 (in: The Goldmiths'-Kress 

Library of Economic Literature. Micro-

film. Segment n J， p. 10) 

してみれば，一般に利潤の根拠・源泉と捉え

られている資本なるものは，実際には実在的根

拠を持たないにもかかわらず，人を惑わして資

本による労働者からの強権的収奪を正当化して

ゆく，単なる名目・言葉・間違い・幻想にすぎ

ない。こうした資本なるものを，利潤の実在的

根拠と考えることは，何ら実在を持たない形市

上学的存在を一つの偶像として絶対化し，その

作用に従属してゆく，一種の偶儀崇拝に他なら

ないのだ。

「蓄積された富と呼ばれるものの内，非常に
ノミナル

大きな部分が単に名目的なものであり，船，

家，木棉，土地改良などの何らかの実在的な
イγシキユアりティ

ものからではなく，非保全の諸手段と諸制

度によって生じ，維持される，社会にある将
デイマ y J-"

来の年々の生産諸力に対する単なる要求から

なるのだ。J(Thom. PDW. p. 598) r賃金に

も，用具にも，それらがいずれも資本家に利

潤を得させるが故に，同様の生産力があると

いうのは，尋常の域を越えた間違い blunder

のように私には思われる。J (Hodg. PPE. 
"ピーキγグ

p.249) r一般的な言い方によって， この熟練

の生産力は，その自に止まりやすい生産物，

用具に，またそれを作りも使いもしないのに

自分を非常に生産的な人であるかのように空

想している単なる所有者に帰属せられてしま

う。……経済学者は，多分この不正確な言葉

によってその誤りに導かれてきたのであろ

う。J (ibid.， pp. 251-252) r人は，次のこと

をほとんど信ずる気になる。つまり lそれは，

資本は， 自分達以外の人類を丸裸にする人々

が，彼らから強奪する手を隠すために発明す

る，教会や国家などのー般的用語と同じよう

な，一種の神秘的な言葉 cabalisticword 

yだ， ということである。資本は，一種の偶像

であって，人々はその前にひれ伏すことを要

求されている。J (Hodg. LD. p. 60) rそれ

〔資本〕は，形而上学的存在以外の何ものも

持たない。その効力はいたる所で感じられる
プレズγス

けれども，その現存在はどこにも見い出され
イ γ ョアボ-yアル

ない。その形体を持たぬ本性により，我々は

それを捉えようとしても捉えることができな

い。その威力はそれ自身の内にはなく，それ

はただ借り入れた手段 C他人の労働〕によっ
トウVジヤ"

でのみ作動する。その財貨は，実在的富では

なく，富の代理にすぎないのだ。それらは，

国民の実在的富を増加させることなしに，あ

る想像しうる限りの量を増大させる。……そ

れは，他のいかなる方法でも決して説明でき

ないことを説明するのに役立つ。理性が破綻

するところで，また論拠が不十分なところ
PYズマy

で，それは全ての疑義を沈黙させる護符のよ

うな働きをするのだ。……それは，彼らが地
アイダラ

位の高い主人として崇拝し始めた彼らの偶像

崇拝の神なのである。J(Rav. FD. pp. 293-

294) 
ノミナ"ズム

つまり，彼らの資本概念は，r資本唯名論」とでも

言えるようなものであり，その結論は，資本批

判論というよりも資本否定論と言うべきものに

なっているのだ。そして，注意すべきは，資本

の独自な実在性の判断基準が，物的富の生産に

寄与するか否かという形で，徹底して素材的な

有用性の問題として設定されている， という点

であるふ後述するように，抽象的・一般的価値
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としての実在的富という形で資本が表象される

ことは皆無に等しいのだ。

さて，以上により「リカードゥ派」社会主義

者の資本概念の一般的輪郭が理解された。その

資本批判は，古典派経済学，さらにはマルクス

の経済理論と対比するなら，あまりにも常識は

ずれなラディカリズムの観を呈する。だが，た

とえどんなに常識はずれな立論に見えようと

も，彼らの立論は，単に突飛な夢想や断言なの

ではなく，富を生産する力を全て労働に帰し，

資本に労働から独立した固有の存在根拠を認め

ない論理をとったことの，必然的帰結であっ

た。つまり，全く奇異に思える彼らの資本唯名

論・資本否定論も，そうした彼らなりの一貫し

た論理によって根拠づけられているのであり，

またその立論の成否は，まさにこの，富の生産

力を労働に還元する論理の正否にかかっている

が故に，彼らの資本に対する批判力はこの論理

を根源的な支えとしているといえる。そこで，

彼らの結論に一種の異常さだけを見て拒絶反応

を起こすのではなく，経済学的には一見異常と

も思える彼らなりの論理一貫性を追跡すること

で，彼らの資本に対する批判力が何に根拠づけ

られているかを，章を改めて検討することとし

よう。

第2章 実在的「資本」の労働への還元

一一資本批判の論理構成一一

これまで，資本が富の生産に関して独自な実

在性を持たないことの根拠については，富を創

造するのは労働だけだという，極めて一般的な

命題しか提示されていなかった。実は，その根

拠づけは， より詳しく展開されるべき余地を残

している。そもそも，前章官頭の引用に見られ

るように，彼らにあっても，利潤をもたらす手

段となる労働生産物が実在的資本として表象さ

れる余地があるように思われるからである。要

するに，富の生産力を労働に還元する彼らの論

理は，種々の物的実在を資本として表象する経

済学者の議論をより内在的に批判することなし

には十分な効力を発揮しうるとは思えないの

だ。そこで， この点に関して，最も力点を置い

て議論を展開している T・ホジスキンの論理

を主要な素材として，彼らの資本批判の論理構

成を分析することとしよう。

1 貯えとしての流動資本の不在

ホジスキンが，結論として主張しようとする

命題は，次のようなものである。

「資本に!帰属するとされる全ての利益は，共

存する労働と熟練労働から生ずる， というの

が著者の意見である。J(Hodg. LD. p. 19) 

さて，彼は， この命題を，流動資本と固定資

本に分けて証明する。まず，前者を労働へ還元

する論理を見ょう。彼は r流動資本がなくて

は，労働者は，ほぼ即座に収益を生むことのな

L 、いかなる仕事にも決して従事することはでき

なかった」というマカァログの立論を念頭に置

きつつ，労働者が消費する食物や衣服を保証す

る， この商品の貯蔵の諸効力を流動資本に帰す

る立場を次のように批判する。

「自分達の雇う労働者が消費する何らかの商

品を所有している資本家は，極めて少数であ

る。農業者は，穀物の貯えを持っているだろ

うしまた，商人や船主は彼らの船乗り達に

供給する数週間あるいは数ヶ月の食料品を，

彼らがとりかかるであろう航海の長さに応じ

て持っているだろう。しかし，これ以上に，

労働者達が必要とする商品を前もって準備し

て所有している資本家はいなし、。彼が所有し

ているのは貨幣であり 12) 彼は他の資本家と

12)姥原良一教授は， ホジスキンの論理が， rそれぞ
れの労働者がもっ労働力の価値と等しい大きさの
価値量を含んだ生産物を，資本家による賃金支払
いという過程を通さずに…・・・直接労働者同志の商
品交換によって買戻しうるということJ(~古典派
蓄積論の発展と労働者階級』法政大学出版局，
1974年， 171頁)を意味すると言うが，彼ははっ
きりと貨幣による支払いを念頭に置いている。教
授は，ホジスキンが，流動資本を素材的にのみ表

象した上で，生活手段が貯えられていないとした
のを， 貨幣も含めて貯えがないという意味に誤解
されたようである。
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の聞での信用を所有しているのだ。彼は，法

、 l律の強制力の下で，奴隷の子孫である労働者

の労働に対する一つの権力を所有している。

しかし，彼は，食物あるいは衣服を所有して

はいない。J(Hodg. LD. pp. 38-39) r食物，
飲み物，衣服に関する限り，実際にそうした

貯えが存在するわけではないのだから，し、か

なる種類の労働も，あらかじめ用意されてい

る貯えに依存しているのではなくて，あらゆ

る種類の労働者は，彼の生活維持のために，

引き続き， いつでも， cそれらの物品を生産

する)若干の他の労働者達の共存する労働に

依存しているのである。J (ibid.，' pp. 44-45) 

ここで特徴的なのは，流動資本が，労働者に生

活手段を供給するための貯えとして，素材的効

用において表象された上で，その素材的貯えが

存在しない， とする構えがとられていることで

ある。資本家の貨幣所有は認知されてはいる

が，それを流動資本として，つまり労働者の生

活手段の供給を保証する購買力=価値的裏づけ

としての過去の労働の効力を，貯えられた労働

の効力として問題化する視点は，全然存在しな

いのだ。論点のこうした限定は，恐らくは，賃

金形態による媒介に関して， r他の著作家達を

迷わせてきたように思われる，事のやり方を，

諸々の一般的用語や抽象によって提示すること

はしないJ(ibid.， p. 39)， とし、ぅ立場に見られ

るような，事柄の抽象的・価値的側面の諸問題

を忌避し，具体的・素材的諸関連によって問題

を解明する方法的態度の命ずるところであろ

う。

ともあれ， ここでは，流動資本の効力の労働

への還元という資本批判が，流動資本に関する

素材的側面に限定された表象と，その価値的定

在の効力の捨象を，根源的な基礎としているこ

とを確認しておかねばならなし、。というのも，

資本家の貨幣を過去の労働が貯えられた流動資

本と捉え，それに，生活手段の入手を価値的に

裏づける効力を見るなら，少くとも，ホジスキ

ンのように，資本家の下に貯えられた生活手段

がないということで流動資本の批判を済ますわ

けにはいかなくなるし，さらには，そうした効

力をもっ，価値として貯えられた資本が労働

に， しかも資本家以外の者の労働に還元されう

るか否か， という問いに回答する必要がでてく

るからである1め。こうした諸論点を，少くとも

結果的に回避することを可能にする既述の問題

設定が，彼の流動資本に対する批判力を支えて

いることが忘れられではならなし、。

2 生産的効力としての固定資本の労働への

還元

次に，固定資本に関する批判に移ろう。ホジ

スキンは，まず，流動資本の場合と同じく， r用
具や機械は，以前の労働の生産物であって，そ

れらは，節約されたり貯えられたりしてきたた

めに，利潤を受け取る資格があるj と考える立

場を批判して，次のように言う。

「用具や道具の製造は，食物や衣服の製造と

同じように中断されないものである。それら

は……作られるとなるべく早く使用されるの

である。それらを製造する人は誰でも，それ

らを貯えておきはしないし，また彼はこうし

た貯蔵を目的としてそれらを作りはしない。」

(ibid.， p. 54) rこれらの事物に，利潤を受け

取る資格が与えられるのは，それらが以前に

作り出されたからでないことは明らかであ

る。というのは，それらはほとんど，保存さ

れると価値が減少するからである。……固定

13)だからこそホジスキンは， 生活手段そのものには
独自に資本のものと解される機能がない， という
のではなし 「貯え」の存在の否定とL、う形で，
あえて蓄積された労働の存在そのものを否定せね
ばならなかったのだ。故に， r資本を『蓄積され
た労働』と定義すると， 生産物の一部を資本が取
り上げることは正当化されえなくなる。J(Blaug， 
oρ. cit.， p. 142，訳223頁) とか rリカードゥ自

身が明らかにしたように，資本は実際に，時々の
消費からはす噂された，労働生産物部分である。労
働者達は， 彼らの労働の全生産物を受け取るべき
である……。J(G. D. H. Cole， Socialist Thought: 
The Forerunners 1789一1850，Macmi11an， 1967， 

p. 111) とか言うホジスキン解釈は， 彼にとって

の問題が何であるかを理解Lえていない。
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資本は，与をの効用を以前の労働から引き出

すのではなく，現在の労働から引き出す。」

(ibid.， p. 55) 

ここでも特徴的なのは，固定資本が，その素材

的定在において表象された上で，その素材的効

用が，この素材の貯えに帰国するか否かを問う

という，素材面から立てられた論理構成であ

る14)。その限りでは，ただ貯えておかれる素材

が何らかの生産的効用を発揮するはずがないの

は当然で、あり， したがってまたrそうした素材的

定在としての固定資本の貯えが，何らかの富を

生むこともありえないわけである。

だが，今度の場合，流動資本の時とは異なる

問題に答えなければならない。という!のも，流

動資本の場合は，確かに経済学者達もホジスキ

ンと同じく生活手段そのものの貯えを問題にし

ていたのだが，回定資本の場合，彼らはホジス

キンとは違い，固定資本の形での素材の貯えで

はなく，それが形成される過程での素材や労働

の貯えを念頭に置いているからである。つま

り，今度は，流動資本の場合のように，現に存

在している資本がその素材的定在で貯えられる

ことではなく，その素材的定在をとるに至る過

程での貯えが問題なのだ。実は，ホジスキン

も， この問題に回答せんとして，流動資本の場

合とは違った論点を持ち出さざるをえなくなっ

ている。

「それらが，ただ以前の労働の結果にすぎ

ず，労働者達によって，それぞれの用途に使

用されるのでない限り，それらはその製作費

を払い戻さない。そのように使用される時に

だけ，それらは何らかの利益をもたらすので

ある。それらは，全く，労働者に使用される

ために作られ，かっそれらが労働者の手に渡

るとすぐに，それらは，資本家がそれらに費

やした金額を返却または払い戻す。J (ibid.， 

p. 55) 

要するに，流動資本の場合と異なって，固定資

14)玉野井，前掲書， 114頁，参照。

本の場合には，素材的に表象された資本は，そ

の素材的効用という観点から，それを作る労働

にではなしそれを使う労働に還元されること

になっているのだ。しかし，この立論は，たと

え資本の素材的効用の問題に限ってみても，流

動資本に関する論理ほど説得力を持ちえない。

というのも，固定資本の素材的効用は，なるほ

どそれを使用する現存の労働なしでは実現しな

いが，同時にまた，そうした効用を発偉しうる

ようにその素材的定在を形成した過去の労働な

しでは実現されえないからである。換言すれば，

資本の素材的効用に論点を限定するホジスキン

の問題設定の枠内でも，固定資本を批判する場

合には，それを素材的に形成する形で貯えられ

た過去の労働を，富の生産に寄与する要因とし

て考慮しないわけにはいかないのだ。実は，彼

もこの問題を無視しえなかったが故に，次のよ

うな動揺した論述を行なっている。

「蒸気機関の非常に大きな効用は，貯えられ

た鉄や木材に依存するのではなく， 自然力に

ついての実際的で生き生きとした知識に依存

するのであって，その知識は，若干の人々が

蒸気機関を組み立てることを可能にし， か

っ，他の人々がそれを動かすことを可能にす

るのである。J(ibid.， p. 61) 

明らかに， ここでは，蒸気機関を組み立てた過

去の労働，あるいは，そういう形での労働の貯

えが， この効用の不可欠の要因として考慮され

ている。してみれば，厳密には，固定資本の生

産的効力は，それを使用する現在の労働だけで

はなく，それを形成する形で貯えられた労働を

も，その根拠としていることになる。だが，こ

の労働の貯えは，資本の独自な生産的効力を裏

づけるものとはならないのか。実は， この開題

もまた，ホジスキンの意識するところであっ

た。

「労働者が使用する用具の効用は， どうして

も労働者の熟練と切り離すことはできない。

固定資本の所有者がどんな人であろうと一一

そして現在の社会状態では，それを作る人は
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所有者ではないし，それを使用する人も所有

者ではないのだが一一，それを作り，それを

保存して腐敗を防ぎ，またそれを何らかの有

益な目的に使用するのは，労働者の手と知識

なのである。J(ibid.， p. 63) 

ここで，彼が，所有者は固定資本を作らない，

と付記せざるをえなかったのは，それを素材的

に形成する労働が，その現実的効用の一つの根

拠であることを前提した上で，それが資本(資

本家)に固有な要因ではなく，これまた現にそ

れを素材的に作った労働者に帰すべき要因であ

る， ということを追加的根拠として提示する必

要を感じたからなのである。なるほど，これに

よって彼は，固定資本の効力は現在の労働のみ

から生ずる， というかの命題を事実上訂正する

とし、う後退を強いられながらも，それを素材的

に形成するのが所有者たる資本家ではないとい

う論点を追加することによって，固定資本につ

いても，その生産的効力は全て労働者から生ず

るという結論を保持しえている。とはいえ， こ

うして守られたホジスキンの立場も，それを形

成した労働が，対象的な形で資本家によって購

入されたことに着目すれば，その生産的効力を

獲得するにあたって，それの購買手段となった

貨幣の価値的裏づけは，その効力を実現する根

拠ではないのか， とL、う重要な問題に直面する

ことになる。そして， この貨幣の形をとった価

値が，いかなる出自を持っかが，固定資本の生

産的効力を労働者に還元しうるかどうか，逆に

いえば，固定資本が，利潤をもたらしそれを収

得させる独自の生産的根拠をもつかどうかを判

断ずる際の重要論点とならざるをえない。にも

かかわらず， こうしたやっかいな論点は，固定

資本の価値的定在を問題にせず，その素材的定

在，素材的効用だけに論点を限定するホジスキ

ンの問題設定によって，方法的に回避されてい

るのである。ここでも，彼の資本に対する批判

は，資本に関する表象を素材面に極限する発

想15)によって支えられていることがはっきりと

見て取れる。

3 抽象的価値としての資本の定在の捨象

資本の独自な生産的効用に対するこうした批

判は， 多少のニュアンスの違いこそあれ Iリ

カードゥ派」社会主義者のほとんどに共通する

ものである。そして，その批判の論理は，ほぼ

一様に，素材的効用の観点で問題を立て，抽象

的価値としての資本の定在が問題化しない構え

をあらかじめとっている。

「資本は，単に労働と材料によって創られた

ものにすぎず¥，、かなる意味でもそれらの創
マーチヤγト

造者ではない。J(Thom， LR. p. 114) r商人

の資本の内，商品から成る部分については，

我々は既に扱った。これは，全く想像上のも

のであることが示された。商品は，商人なし

でも同じく存在するだろう。彼の資本は，こ

れらの商品を生産者と消費者の間で交換する

ことによって得たものから成る。しかし， こ

の種の資本は，その効用についてどんなこと

が考えられるにせよ，決して勤労を促進しは

しなし、。存在している商品の量は決してより

多くを生産することの原因ではありえない。

生産を促進するのは，それらの破壊であって，

それらの存在ではないのだ。Jr商人の資本の

別の部分は，彼の取引の便宜のために建造さ

れた建物や機械である。しかしながら， これ
アプロウプリエイクヤ

は，ある特殊な物に対して勤労を充当したも

のにすぎなL、。この資本は，勤労から離れて

は何らの実在も持てなし、。その全価値は，同

じ事業に充用され続ける勤労から生じそう

した機械の目的は，勤労の適用を容易にする

ことにすぎないのだから，何ら勤労が適用さ

15)鎌田，前掲書， 128頁，参照。この意味で， 1"""もし
資本の生産性ということが，交換価値を生み出す
力を意味しているならば……資本家は明らかに生
産的でないJ(E. Roll， A H istory 01 Economic 
Thought， 3rd. ed.， Prentice-Hall， Kinokurtiya， 
1959， p. 249ふということをホジスキンが解明し
た，などという解説は， 彼の論理の全く逆を行く
ものである。
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れないなら，それは何らの有用性も持てず，

何らの実体的倍舗も持てない。J(Rav. FD. 

pp.344-345)え土地〉財産は，その耕作者の

労畿によるもの以外，何ら実在を，少くとも

何ら{節寵あるさ是枝を持たない。再じように，

高取引者や製造業者の資本は，持ら明確な{間

競を持たず，イ可ら独立的実在を持たない。そ

れは，彼らの科潤の総計において計算される

のだ。そうした蒋潤が最も大きいところで，

資本は最も大きい。それは，勤労の成集が労

働者を経持するのに十分なだけしかないとこ

ろでは全て務失する。それは，労観者の働き

からのみその実在を引き出すのだoJ(ibid吋

p. 310) 

後者のレイヴンストシからの引惑は，披らに特

有な資本の{商種的定在への無関心，その効力の

捨象者と端的に訴している1九 と い う の も そ こ

では，素材的議またはそれを生む素材的効力安

持っかどうかを関議にして，資本が 11可ら
体的諮債をとも持たないJr持ら儲値ある

持たないJという設い方がなされているからで

ある。つまり， r実体的師{院1r恒館ある実在」

者己資本に関して省定ずる論理が鮮明で、あるばか

りでなく，家さに価{威的存在という

に関して用いながら〈もちろんその事在は議定

されているが)， その言葉によって富を生む素

材的効力が表象されている点に，被らの方法B9

態度が根本において抽象的価値としての資本の

存夜を捨象する構えを持つととが，関確に表わ

れているからで、ある O 潔材部効用食巣たす，

16)鎌問教授は， この引用文について， r資本が価値
をもたないという意味応交換価値をもたないと
いうことではなくて， fU総合増殖してこそはじめ
て資本文こる幸子訟を立証される…ーということなの
てある。J (総掲書， 10シ104頁〉 という解説なさ
れているが， レイグンストンにとっては，他人の
労働に俄ならない利減を資本が主主むということ自

体災者進的で守守く，.零本自体抗何ら実夜的な生
産的根拠を自らの内に持?こない， という滋味で
f価値を持Tこなしづのだ。資ヌドが華U溜告さ主主むよう

に現象ずる隠しても，笑はそれは資本数践の生産
性に根拠きどもったもので?まないということが， 後

にとっての掲題なのである。

械， fflJえ累料な購買する笈幣の{函館的裏づけ

をと，資本家が所有する締{憶として掲護霊化する発

方法的次元において根本的に簡ざされて

いるのだ。

4 抽象的対象性における労働による媒介の

思避

ところで， I湾じ引患は，もう一つの興味探い

している。すなわち，これまで見て

きた rDカードヮ派j社会主義者の独特なま理論

構成，つまり，素材的生産条件を価値的に議づ

ける資本の効力を捨象する論躍は，資本女労働

る擦に，後らが，自の労働を決して抽

象的対象性において労{勤務から独立イとした形で

は表象せず，したがってまた，そうしたものと

して所有されることを表象しない方法的態度に

支えられていること，このことがそこに見て取

れるのである。 というのも， r驚*は勤労から

離れては何らの実在も持てなしづとか，それは

rwら明確な価値を持たず，何ら独立的実在を

持たなしづという立震が成立するためには，次

のことが不可欠の条件となるからである。 1まず

第ーには，勤労〈労欝)に選先されうると資本

が国有の実在~持っていないことになる，とい

う論理は，そこで資本が還元されてゆく労働の

ら，抽象的対象性において労鶴衰の主体

的存在を綴れた労働(髄盤〉を排除して，少く

とも誼援には労{勤務の主体性に還元できない資

本爵脊の価値的存率去を捨象する構えが必饗であ

る。このことは問時に，そうしたものとしての

労働を独自な実体として所有する鍔鶴(資本家

の紫本所有)を捨象する構えが可能となる根拠

でもある。また第ニには，以上の論理的構えの

帰結として，抽象的に対象fとされた労働による

極盤的裏づけが捨象された生産諸条件の存在根

鎚私その素材的形成(労機者の素材的効用〉

に求めることで，素材飴に対象イじされた労

織を資本家が所有するIE当性を否定し，労働者ー

から独立化した労織の事在を素材的にも課、めな

い構え 5宛ら独立的実在を持たないJ)が必要

なの勺ある。もし，労働者の主体的容在から独
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立化した過去の労働が，生産諸条件の素材的効

用を獲得するための一つの根拠であることが前

提されれば，資本家に帰属するものとしての抽

象的に対象化された労働の存在が問題主ならざ

るをえず， したがって，その出自の如何によっ

ては，かの「資本は何ら独立的実在を持たな

L 、」という命題の存立が危うくなってしまうの

だ。要するに，彼らは，富の根拠としての労働

を，労働者の主体的存在から切り離して，抽象

的対象性において表象したり，その交換やその

所有を問題にせず，あくまで労働を，労働者の

主体的存在に還元しうるものとして表象するこ

とにより，そうした抽象的に対象化した労働を

代価とする交換に基づいて，資本家の資本価値

所有を正当化する途を閉ざすことを， 自らの論

理構成の根幹としているのだ。この点は，後に

展開される彼らの独特な労働価値説及び彼らの

主体主義的社会認識の問題と密接に関連してい

るが，それについては後に譲るとして， ここで

は，以上の構えが「リカードヮ派」社会主義の

一つの根幹であることを，最も端的に示す例を

挙げておくことにじよう。

その最も端的な例とは， J. F ・プレイによ

る資本一賃労働交換の批判である。ここで，そ

れが既述の特徴を端的に示すことになるのは，

それが交換関係を対象とした資本批判だからで

ある。というのは，こういうことである。プレ

イは，資本一賃労働交換の収奪性を批判するの

だが，こうした問題が扱われる限り，常識的に

は，当然そこでの価値(交換価値)的問題，言

い換えれば，交換される商品についての価値的

裏づけ如何という問題が論じられねばならない

と考えられるのに，彼は，既述のような「リカ

ードヮ派」社会主義の根幹的発想(価値として

の資本の抽象的存在及び抽象的に対象化された

労働の存在の捨象)とは相容れないかに思える

この交換の問題を，やや強引に彼らの根幹的発

想を押し通す形で「解決」しているからであ

る。つまり，彼による資本一賃労働交換の批判

は Iリカードゥ派」社会主義の論理にとって

最屯厳しい場面で，その根幹的発想が貫かれて

いる点において，その発想が彼らにとっていか

に強固で本質的かを示しているのだ。

では，彼の論理を具体的に見ることにしよう。

彼の結論的命題は次のようなものである。

「取引全体は，資本家や所有者の行なうこと

が，働く人の一週間の労働と交換に，彼らが

労働者から前の週に獲得した富の一部を与え

ること以上ではない， ということを示してい

る。……資本家が働く人の労働との交換で与

えているように見える富は，資本家の労働や

財産によって生み出されたものではなく，そ

れは本源的には，労働者の労働によって得ら

れたものなのである。そして今尚，それは，

不平等交換の詐取的制度によって彼から取り

上げられているのだ。J(Bray， LW. pp. 49-

50) 

一見すると，この結論は，かの有名な，労働元

本の「交換」に関するマルクスの批判と酷似し

ており，グレイもマルクスと同様の「転変」論

を展開しているかのように推測されよう 17)。し

かし，プレイの論理は，マルクスのものとは呉

なる，全く独特なもので、あり，マルクスの論理

を見慣れた者にとっては，誠に奇異なものとし

か映じないほどなのである。彼の論理の進め方

はこうである。

「製造業者であれ，土地所有者であれ，資本

家が労働者の労働との交換で与えるものは何

であろうか。資本家は何ら労働を与えなし、。

というのも彼は働かないからである。また，

彼は何ら資本を与えない。というのも，彼の

富の貯えは，常に増大しているからである。

資本家が労働者の労働と交換に与えるのが彼

の労働か資本だけであることは確かである。

17) Cf. Foxwel1， 0ρcit.， p. 1xxi，訳73頁 A.Gray， 
The Socialist Tradition， Longmans; Green 
and Co.， 1946; pp. 286-287; Cole，。ρ.cit.， pp. 
132-133.但し， コールは，両者の「価値論と剰余
価値論の形式 formationJに共通性がある，とい
う表現によって， 内容上の異質性を臭わせてい
る。
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そして，彼が，毎日目にするように，資本家

が何ら労働を与えず，また，彼の本源的資本

の貯えが減らないとすれば，彼は物事の本質

において，彼自身に属する何かをもって交換

することはできない。J(ibid.， p. 49) 

ここで，資本家が労働を与えないというのはあ

る意味で比較的容易に了解しうることだが，何

とも不可思議なのは，資本家が労働者に資本を

与えない， という論理である。それは，もちろ

ん，資本家が労働者に対して賃金として貨幣資

本を前貸ししない，などということを意味する

ものではなL、。そうした理解は，マルクスによ

る資本一賃労働交換の分析に発する先入見に囚

われたものである。その論理を，プレイに内在

して理解しようとするなら，その根拠づけから

逆算してその真意と論理構成を探り当てるしか

ない。つまり，資本家は何ら資本を与えない，

ということの論拠 rというのも彼の富の貯え

は常に増大しているから」という命題に着目す

べきである。ここから考えると， どうやらプレ

イが言いたいのは，資本家が労働者に財産を与

えてしまうとその総量は減るはずだが，実際に

はそれは減るどころか増えている， ということ

らしいのだ。しかも，彼は，労働者に与えるか

どうかが問題となっている資本を，素材的な富

の貯えとして表象している。というのも，いく

ら彼でも，価値として貯えられた貨幣資本が労

働者の手に渡ることを直接的には否定しえない

であろうからである。このように彼は，資本を

素材的な富の貯えとして表象したが故に，もし

それが労働者に与えられて消費されたら，徐々

に消滅してゆくはずだと考えたわけで、ある。こ

うした解釈は，彼の次のような解説からして，

まず妥当なものだと考えられる。

「我々は，日常の経験から次のことを知る。す

なわち，我々が一斤のパンから一枚分を取っ

た場合，その一枚が再び成長し続けることは

ない1。ー斤のパンは一枚分を重ね合わせたも

のにすぎず，我々がそれを食べれば食べるほ

ど，食べられる残りは益々少なくなってゆく

のだ。これは労働者のパンに関しては事実で

ある。ところが，資本家のそれはこの法則に

従わない。彼のパンは，減少することなく，

継続的に増えてゆくのだ。彼においては，パ

ンは切っても切っても永久にまた手の中にあ

るのだ。J(ibid.， pp. 54二55)

彼においては，資本家が労働者に与える，与え

ないと言われる際の資本が，譲渡により使用に

供されて消滅してしまう物財的・素材的存在と

して表象されているのである。貨幣の形をとっ

た価値としての資本が，賃金として前貸しさ

れ，労働者による労働の遂行を介して再び生産

物価値として， したがってまたその販売を経た

貨幣価値として復帰するという，資本の価値的

再生産過程は問題にさえされないのだ。以上を

総括すれば，プレイにとって，資本は，物財と

して素材的に機能する存在でしかなく，それを

譲渡しでも対価において保持される価値的存在

が問題とはならないので，それは譲渡したら確

実に減るはずであり，その減少ならぬ増大は，

資本家による労働者からのぶんどりを意味する

ことになる， という彼の論理が追認的に構成さ

れうることになるのである。

かくして，常識的には相容れないように思わ

れる rリカードゥ派」社会主義の根幹的発想

を前提した上で，否，まさにその発想に支えら

れる形で，資本一賃労働交換の批判がなされう

ることになった。すなわち，資本は何も与えな

いという論理は，資本に関する物財的・素材的

表象の前提により，資本ー賃労働交換を抽象的

に対象化した労働の同等関係と捉えて労働主体

から独立化した労働の論理を認知してゆく道を

閉ざし，一方における物財と他方における労働

主体そのものの結果的状況を比較してゆく構え

によって根拠づけられているのである問。

18)だから，彼の論理を「多い労働と少ない労働との
交換J(Po3eH6epr， YKa3. CO可叶 C.263，訳424

頁)の暴露と解説するのは， 誤解を招きやすい。
彼の「不平等交換」は，不等価交換というより，
対価なしの非交換を意味するのである。
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プレイのこうした資本批判の論理構成は，直

接に労働者との交換に関わる部分だけではな

く，生産の物質的諸条件(主要には固定資本)

についても全く同様に見い出せる。

「こうして不平等交換によって得られた莫大

な富全体のうち，本源的な資材……だけは全

て各資本家が正当に権利を有するものだ， と

いうことは自明である。この 100ポンドは資

本家に帰属するー一一それは彼自身の勤労の産

物だと我々は仮定したーーのだから，彼はそ

れに対する正当な権利を有する。しかし，今

や，彼の要求の正当性はなくなる。というの

は，総計が他人の労働による生産の道具とな

っている富は全て，他人に属するのであり，

100ポンドの所有者には帰属しないからであ

る。この貨幣は，それ自体の内に運動の力

も，あるいは他の何らかの動作の力も持って

はいないのであり，それは，ある量の生産物

の代表以上のものではなく，それ自体として

は何も為しえないのだ。J(ibid.，pp. 58-59) 

ここから，彼にあっては，抽象的対象性におい

て労働者の主体性から独立化した労働としての

資本の定在が，危倶の対象としてさえ全く問題

となっていないことがわかる。というのも， こ

こでは，あえて資本家の手中にある 100ポンド

を姐上にのぼせた上で，またそれが彼の本源的

労働の所産であることを認めた上で，それがそ

うした抽象的労働として生産用具の素材的効用

を根拠づけてゆく価値的関連を捨象し，資本の

価値的存在性を否定することにより，まさにこ

の生産用具の資本家による所有を価値的に裏づ

ける問題が回避されているからである。そして

また，そこには，抽象的対象性における労働の

存在を捨象する発想に基づいて，資本の労働へ

の還元が，労働者の主体性から区別された抽象

的な対象性における労働(価値)の問題を媒介

とせず，直接に素材的効用のレヴェノレで，資本

が，労働者の主体的能力の効用に従属して初め

て実現されるものとして労働者の主体性に還元

される論理によって，その資本批判が可能にな

っている構図がはっきりと見て取れる。労働の

抽象的対象化としての価値をめぐる問題を回避

させる，労働即労働者という論理の構え， これ

が彼らの資本に対する批判力を支える一つの根

拠であることが，鮮かに浮き彫りになっている

のだ。

以上要するに， rリカードヮ派」社会主義の

資本批判を支える論理構成は，資本に関する極

端なまでの素材的表象(価値としての資本の存

在の無視)と，資本の労働への還元を，労働者

そのものから独立した抽象的対象性における労

働のレヴェルを媒介することなしに，直接に素

材的効用を生む労働者そのものの主体的能力と

いう一つの主体性に還元してゆく発想とを，合

体させた構えだと結論することができる。そし

て，彼らの論理構成のこの二つの根幹的契機

が，資本に対する批判力を根拠づけてゆく機能

を一般的に特徴づけるならば，抽象的対象性に

おける，価値としての資本の自立化を認知する

理路を回避する防波堤になることだといえよ

う。それらは，いずれも，価値として抽象的な

対象性において労働者の主体性から独立した存

在を，直接的な意味においてさえ捨象してゆく

基礎を提供しているのだ。

こうしてみると，彼らの根幹的発想が， リカ

ードゥの理論からはずいぶんずれたものである

こともわかる。リカードゥにあっては，価値と

しての資本の存在とその運動も十分な資格を持

って位置づけられているし，抽象的対象性にお

いて自立化した労働の論理に基づく資本認識も

強固に存在しているのだから。

「資本がとにかく何らかの利潤を生じている

限り，生産物の増加ばかりでなく，価値の増

加をも生じない資本の蓄積はありえない向。」

「ピーヴァを仕留めるのに必要な武器は， こ

の動物に接近することがより困難であり， し

19) D. Ricardo， The Works， ed. by P. Sraffa， 
vol. 1， Cambridge， 1951， pp. 123-124，堀経夫訳
『デイヴィド・リカードゥ全集第 I巻』雄松

堂. 1972年. 145頁。
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たがって標的に対してより正確であることが

必要で、あるところから，麗を役懇めるのに必

要な武器よりも，はるかに多くの普識をともっ

て製作されると仮定するならば，一聴のどー

ヴァはきき恭二頭の鹿よりも多くの輔値をもつ

であろう，そしてそれはまさに全体としてよ

り多くの労働がその様護に必聴であるという

理由によるのである 20)oJ 

後者の引用は， もちろん，間定資本について，

その錨鑑的存在がまさに数象的対象慢における

労檎の蓄積として表象されていることの錦糸と

して読まれるべきものである。

ところで，資本の自立化を間瀧する後らのこ

うした根幹的発想の，そのまた摂癒には，次の

ような彼らの鵠翻意識がある。すなわち，一方

における，国民約審の開競合抽象的に対象イヒし

た締鑑の運動として独立花させることなくあく

まで物質的合実在的効用の増大の鍔題として

えようとする需題意識と，飽方における，客体

的富や対象北した社会開採による主体の松鶴的

支配弘主体の能動的地位の謡護と L、う立場か

ら再度逆転さ佼ょうとする問題意議とが，それ

る。そこで，彼らの資本批判をど支える

的発想の，そのまた根源となっているこのこ二つ

の問題意識を読関ナることで， これまでの分析

を銭留から補強することとしよう。

第 3 章捨象的対象性におけ~欝としての

価値の独立化の不硯

一一錨{産の形での労欝の抽象的自立イとの

欠知…一

1 禁幣的閣の慌空性ヱ公表材的欝への面教

「リカードゥ派」社会主義において，

材的効用の観点からのみ開題にされ，捨象的に

対象化したものとしての額鎮は，富としては全

く捨象されるか，または著しく軽視されている

ことは，資本とは呼ばれてはし、るが素材的効用

語ど持たないものに罷ずる次のような批判に直接

20) Ibid.， p釜 23.，訳27si:.。

的な形で表われている。

「彼ら〔経済学者逮〕は資本合志議類に，

なわち，労働用兵，労働が充用される材料，

そして労縁者の生活手段に分ける。……こう

した定義や~合によれば，金，銀，銀行券は

く誹験される。というのは，明らかにこれ

らの事物の本性からして，それらは，上に擬

げられた現実的な資本や富とは鍔ら必然的な

関係者と持たないからであるO 金も，銀私銀

行券も，労働用具や労識が充当される材料や

労働者の生語手段とは見なされえないのだ。

この故に，貨幣と資本とは， しばしば詞義的

なF言語として用いられてはいるが， しかし，

それ自体においては極めて異なったものなの

である。というのは，全ゆる種類の鍍幣は，

実のところ，琉突的な資本の代表，すなわ

ち，家霊や用主主や食料を象散し，ぞれらを代

る物以上のものではないからである。唯

一こうした点においてのみ，そうした貨幣は

価値があるのであって，侍らかの本性的な性

質によってそうなのではない。J(Bray. LW. 

p.140) r我々が，金会食べたり欽んだりでき

ないのは本潜のことである。我々は， 自分が

熱さや寒さきと避けるためにそれを嬉いたり，

季節の様々な作用から岳 るために用い

たりすることはできなし、しかしながら，そ

れは，ある額穣'a:'持つという点で晃劣りする

わけではない。というのは，その{議鎧は，そ

の本性において異なるものなのであり，ある

意味では想像上のものと昆なされてよいもの

だからである。それが直接無線介に患いられ

てゆく段的を我々が;念頭に畿く場合にはそ

れの髄鐘は謡、議上のものである。JCRav. FD. 

pp. 368-369) 

つまり，それ自体としては我々の金活にとって

の素材的効患を持たない，貨幣その他の

は真実には宮ではなく，もしそれが「欝Jと

言えるとすれば，?関像上の意味においてのみ

だ， というわけである。 しかし， r!J 7J ~・ド P

派J社会主義が，素材的効用の観点から富を議



42 (262) 緩済学研究 36拘 3

象する棋!知こより，抽象的対象議における{制度

を蓄の問題から捨象する構えを，一般的かつ毅

譲治に提示しようとするなら，貨幣という，抽

象的対象牲における髄値のー形襲においてでは

なく，設さに彼らが富の評額規準としての髄鑑

をどのように把接しているかという，儲緩一能・

富一般の概念競定をめぐ、って事は決佼られねば

ならない。上の二つの引用が，貨幣は富か苔か

という詩題に問答するにあたって，いずれも

識を価偏に関わる形で展開しているのは，こう

した事i携を如実に物語っている。そこで rリ

カードゥ派j社会主義者の概念が，素材的効用

に執着する形で構成されていることを，彼らの

{簡傭観;主の競走をめぐる際題として分析するこ

とにしよう。

2 価値=素材的効用としての富

以上のような，滋の概念規定としての価舗の

概念競定という問題については， W・トンヅス

ンが最も詳細かつ体系的であるので，援の論現

を例として議議を始めよう。まず援は，富を一

般的には次のように規定する。

というをぎ落札『有生・無生の弱然の

素材または生産物セ使用に挟ずる人間の労働

と知識によって供給されるような，物理的繁

材または事楽の手段の部分』さと窓味ずるoJ

(Thom. PDW. p. 6) 

うと， r簡は f労畿によっ

たある欲望の対象Jである。J(ibid.) 

鎮の規定の開題として現われてはいないが，切

らかに富民共うる効用安持った物質的・実在的

な対象に関する規定とされていることがわか

る。さて，続いて， 1溜龍の規定との関係で注目

すべき規定がなされるo

「交換における価髄は，ほとんど常に言撃の概

念につきものではあるが， しかし，それに不

可欠のものではなし、といろのも，小さな共

障体は， f可ら交換なしで，共向労働によって

震椅かつ宰様だったからである。……それ

〔交換綴鑑を持たない財〕は，市場で，それ

に対する欲望を持たない人々に売りに出され

ることはない。がしかし，こうしたことは，

それが有用であるが故にそれを欲する人にと

って，また自分が龍馬するためにその製作に

分別よく従事する人にとって，それが持つ富

としての客体 objectof wealthという

を謁くするわけではい斗 (ibid.)

ここでは，寓は交換錨鎖な持っか持たないかに

は関わりのない，財の素材的有用性とされてい

ること委これは彼の論理のキ…・ポイントであ

るので，肝に銘ずべき論点である。さて次に

は，労働の投下が不可欠の要因であること

べられるo

f労働なしでは事はなL、労働は，警の芭劇

的縞性なのである。自然の作還は，拘ら富と

しての客体を成さない。すなわち，その品ネ

ノレギ…は，富としての客体であろうとなかろ

うと，全ての享楽または欲望の手段の生産量に

おいて，会く等しく共議に欝いているのであ

る。労働が， 衝の唯一の親なのだ。J(ibid‘' 
pp.6-7) 

この規程が，先の「労働と知識によって供給さ

れるような」という際定勾の敷桁であることは

議明であるが，開題はその合意である。こここ

で，多くの人々は，上の引用文に以下のような

議論が続くことから，それないわゆる投下労欝

鱈議設に立った露の概念，つまり富=投下労働

価植という論理と解釈するであろう。

f……唯一獲得する労働だけが，それま

に可能的な欲議の対象にすぎなかったもの

富としての客体にするのだ。動物の価値

は……それを使用に供するのに必要な，通蓄

の強度と熟練をもった人間の労働の平均裁に

完全に依存する。J(ibid吋 p.7)rろうそく，

鵠，ガス等々の価値は，それらから取り出さ

れる光の価鰻にすぎない。そして，科学が進

歩し，それを取り出す様式が増え，容易にな

ると，光の価値比それを散り出すのに必要

な労働査をが小さくなってゆくのに伴って減少

る。J(ibid吋 p.8) 
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恐らくは，富は素材的効用である， とし、う命題

に当惑した人々は，やっと自らの知のコードに

含まれている事項をチ:;x:0/クずることができ，

トンプスンの論理に接近しうるという自信を得

たことであろう。しかし，である。先の，交換

価値から明確に区別された有用性としての富の

概念は， これまでどこでも修正を受けていない

し，そもそも上の規定は，労働をこうした富の

区別的属性とする，かの叙述の解説としてそれ

に直接続くものなのである。したがって，その

価値に関する規定は，少くとも労働がある財を

そうした富にするということの説明として提出

されていると考えられるべきであり， ここでの

価値は，交換価値を意味することはできなし、。

こうした解釈は，直前の引用に続いて次のよう

な補足がなされていることからも，その妥当性

が確認されうる。

「知識の導きの下で，労働によって統制され

るまでは， 自然の諸力は，富と呼ばれる財の

有益な生産という点においては，評価するに

値しない。J(ibid.， p. 8) 

労働による価値の形成は，はっきりと，有用性

を生み出す問題に重ね合わされている。で、は，

この，富は素材的効用である，という命題と，

価値はこの富を生む労働によって形成されると

いう命題との，説明なき直結はいかに解される

べきか。説明の不在は，著者によって論理的整

合性が目指されていると考えられる場合には，

問題の自明性か， 問題の不在を意味する。だ

が，この直結した二命題の限りでは，価値がい

かなるものとされているか(交換価値であるか

否か)という問題は自明なものではありえない。

だから，この直結は問題の不在を意味すると解

されるべきである。つまり，少くとも著者にと

って，労働が価値を形成するとし、う命題は，労

働が富を形成するという先の命題との聞に何ら

説明すべき問題性を抱え込まないものとして，

したがって，労働が富を形成することと同義の

ものとして捉えられるべきなのだ21)。

こうした解釈は，全く別の論脈における次の

ような叙述によっても確認されうる。

「ある欲望の対象たる財に凝集された労働以

外に何が富であるのか。非生産者は，今はこ

れを持たなし、。しかし，労力と能力を有する

限り，彼はそれを獲得する手段を持つし，唯

一それに価値を与え，それをそうしたものに

するものを持っている。すなわち，富の源

泉，所有の源泉が彼の内にあるのだ。J(ibid.， 

p. 96) rそれら C材料，建物，機械などの物

品〕が職工の手に入る前にそれら全てに富と

しての価値を与えるのは労働なのである。そ

して，それらの価値が尚さらに増大せられる

のは，ただ彼の労働によってのみである。」

(ibid.， p. 116) 

しかし，こうして，労働が価値を形成すると

いう命題が，労働により富=素材的効用が生ま

れるとし、う命題と同義だとすれば，投下された

労働の量によって富の価値が規定される，とい

う命題はいかに解されるべきであろうか。投下

労働量は，財の素材的効用をいかなる意味で規

定するというのか。この点を理解する上では，

次のような論理が重要である。

「単なる欲望の上に労働が付け加えられる必

要があった。すると，労働がそれら〔土地と

その産物〕に注がれるのに比例して，それら

21) CM. P03eH6epr， YKa3. COq.， C. 239訳， 385-
386頁 Cf.Meek，。ρ.cit.， p. 125，訳152頁;Roll， 
。ρ.cit.， p. 249.また，平尾， 前掲書. 60頁，参
照。この点からして， トンプスンの価値を交換価
値と等置して，彼の富を「価値と使用価値の統一
体J(鎌田，前掲書.212-213頁)としたり，彼の
価値を富=使用価値に対置したりする(上野，前
掲論文. 202-203頁;中川雄一郎「ウィリアム・
タムスンの協同組合思想J11政経論叢(明大)~第
44巻第1号. 1976年. 44-45頁， 参照)のは， 彼
の論理に外的な解釈基準の適用に基づく専断であ
る。少くとも論者は，後述の如く，彼が必ずしも
交換価値を伴わないとした富を価値と同一視し，
社会的主体にとっての効用を価値とすることに関
して，何らかの説明をすべきである。それらを，
経済学的無知として切り捨てることは，彼の総体
的論理の理解を放棄することなのだ。
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は単なる欲望の客体から富としての客体に転

化された。最初の開拓者は，立ち木を一掃

し，小屋を立て，労働が費やされた土地部分

に，またそれによって使用するのにより便利

になった隣接する諸地点に，彼の労働の価値

を添付した。第二の開拓者は，土地の名目の

下にその労働に支払いをなして， より広い領

域を整備したり，有益な作物を作ったり，小

屋を改良したり，また恐らくいくつか動物を

育て，飼い慣らしたりする形で，それらにさ

らに労働を費やすことによってその価値を増

加させる。第三の開拓者は，労働の生産物が

付着している土地の名目の下に， これらの生

産物全てに対して増大した価値を支払い，全

て労働によって生産された資財と機械を導入

したり，また副次的で一時的な目的のための

建物を捨て，永続性と便宜に適した家を立

て，固いを作る。こうして，数年前は価値を

持たない客体だった一片の豊かな土地が，今

や富としての客体に転換されたのだ。J(ibid.， 

p. 11) 

とこでは，労働による土地への価値付与が，土

地使用上の有用性・便宜の増大を根拠として論

定されている。つまり，彼にあっては，労働の

量が財の価値を規定するとL、う命題は，労働の

量が，財の有用性の増大を根拠としてその価値

の大いさを規定する， ということを意味するわ

けである向。

だが， ここで，先の光の価値に関する論述が

反証として指摘されるかもしれない。なるほど

そこでは，光を獲得するための労働量の大小に

より価値の大小が論定されていた。けれども，

これは，問題となる効用を一定不変で同一なも

のと前提した場合の論理にすぎない。同じく光

を得るといっても，もし，ろうそくよりもラン

22)上野，前掲論文， 205頁，参照。尤仏教授にと
つては， トンプソンのこの論理は，教授が彼に見
い出す論理からはみ出す「混乱」にすぎない。こ
の「混乱」をも含めた彼の価値論が全体としてい
かなる論理構成をとっているかを問題としないな
ら，彼の価値論の解説とはいえまい。

プ， ランプよりも電灯の方が効用が高いとすれ

ば，それらをもたらす労働は，単に労働量の相

違のみによってではなく，まず基本的には，異

なる効用を生むことによって，それぞれ異なる

価値を形成するものと考えられることになるの

である。もちろん，これは，逆に言えば，ある

一定不変の効用を持つ諸財を前提する限りで

は，投下労働価値の法則が妥当することをも意

味する。とはいえ， トンプスンの， こうした投

下労働量による抽象的な価値規定への志向は，

以下のような彼の叙述からして，彼の価値概念

を一般的に表現するものではないし，その主要

な規定でもありえない。

「富としての物体が1000単位あったとして，

その内の最初の 100が飢えと渇きを取り除い

て生命を維持するために不可欠だとしよう。

この最初の部分の効用は死活の部分であり，

その価値は全ての人間的価値の中で最も大き

く，そこには， 自然や教育による諸個人の改

造が目指す他の全ての安楽のための能力が含

まれている。これらの分割された富の諸部分

の第二のかたまり，つまり第二の 100単位の

充当が，同じ個人に及ぼす影響はどれほどの

ものであろうか。これは，最上位のものでも

ないし，生か死かの問題に関わりない。それ

は，現実の便宜によって必要とされる，最も

明瞭なある快適さを付加するだけである。こ

の第二の 100の効果は，その享楽の強さにお

いて，最初の 100によって生み出されたもの

よりも，全然比較にならないほど限りなく低

い。J(ibid.， pp. 71-72) r最初与えられる等

価物は，真の価値では得られるものに等しい

と思われるのに，生産者の頑迷や無知によっ

て，それが彼には等価物とは思われず，彼は

それに満足しない。この場合，生産的労働者

に真の等価物を要求する人は，いかなること

を為す必要があるのか。……彼は，無知を啓

蒙し，真実を説明し，彼が提案した交換がそ

の人にもたらす彼自身の利益を示すだけでよ

い。……さし出された物は，真の等価物と考
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えられる。確かにその有用性は示されたし，

その場合には，交換の正当な原理において二

倍の利益が生み出され，交換する両当事者

に，ある等しく満足できる利益が生じるので

あって，誰も損をしない。J(ibid.， p. 52) 

明らかに，価値は幸福を生み出す効用と考えら

れているし，等価性の説明は有用性の説明とさ

れている。トンプスンが，少くともその主要な

論理においては，富としての価値を素材的有用

性として表象し，その素材的有用性を形成する

限りで労働が価値を形成すると理解しているの

は間違いないのだ。したがって，彼がこうした

論理と矛盾することなく投下労働価値説を提示

しているとすれば，それは，労働の量の大小に

よってその産物の素材的有用性の大小が規定さ

れる， というものでしかありえなし、23)。

但し，ここで最後に注意しておくべきこと

は， トンプスンにあっては， 自然的に存在する

財の有用性は富としての価値を持たないとされ

ていることである。すなわちゅ労働が富として

の価値を形成する， という時の富は，なるほど

内容的には有用性を持った財なのであるが，そ

れに富としての規定性を与えるのは，有用性そ

のものではなしそれに労働が費やされている

という事情だとされているのである。だから，

彼の価値規定をより厳密に解説すれば，それ

は，内容的には財の有用性を表象しながら，そ

の存立が労働を必要条件としている場合にの

み，その有用性を特に富としての価値と見なし

てゆくものだ， ということになる向。このよう

23)だから， rトンプスンは， 物品の価値はそれが欲
求される度合い，希少性，効用， 美しさには依存
せず， それを生産した労働に依存する， と説明し
た。J(R. K. P. Pankhurst， William Thompson， 
Watts & Co.， 1954， p. 45)と言うのは，全く的
はずれである。この解釈は， リカードゥ→マルク
スの文脈に強引に彼を押し込む， ひいきの引き倒
しである。

24)したがって， トンプスンが， 労働を価値(富とイ

コール)の唯一の創造者とした (Cf.Cole，。ρ.
cit.， p. 114; Gray，。ρ.cit.， p. 271.) というの

は，正確ではない。 この点に関しては， 彼自身

に，労働を必要条件とする財の有用性を特別に

扱ってゆくトンプスンの価値概念は，恐らく，

その有用性の定立が，人間の主体的行為様式・

社会的活動形式を制約するということ，言い換

えれば，主体の有限な行為総量の一部を代償と

して要求することに，主体がその財を重要なも

の・貴重なものと捉えてゆく根拠を見い出すも

のである。そして，実は，こうした主体の有限

な行為総量の一部の費出を規準に財の価値を考

えてゆく発想こそ，投下労働時聞による抽象的

価値規定の本質なのである。だから，彼の価値

の規定は，こうした抽象的価値規定に通ずると

ころなしとはしえないものなのだ。しかし，彼

にあっては， こうした有限な行為総量の一部の

費出が主体にとってもつ重要性は，一般に，財

に富としての価値の規定性を与えてゆく付帯条

件にすぎないのであって，それ自体が価値の内

容または実体的本質を成すことにはなっていな

い。富としての価値の本質的内容が，一般に，

財の素材的有用性とされていることに変わりは

ないのである。

以上から， トンプスンの価値概念は，財の素

材的効用を内容とすることがわかるのだが，こ

うした価値概念は，一人トンプ系ンに固有なも

のではない。それは「リカードゥ派」社会主義

者に全般的に見られるものなのだ。

「富は全て，我々の必要に対するある関係を

持つということが忘れられてはならない。

……それら〔未だ人が見たり触れたりしてい

ないアフリカのパイナップノレやアメリカの

が， r労働が富の唯一の親なのだj (Thom. PDW. 
p.7) と言っているのが気になるが， これを字義
通りに解して「富を単性生殖的原因に帰する」
(Gray，。ρ.cit.， p. 271) ものとするのは， トン
プスンに不親切であろう。それはあくまで，素材
的有用性を内容として前提とした上で， それが富
という規定性を得るのに， 労働が絶対不可欠で、あ
り， その転換を可能にする唯一の契機であること
を強調するものである (V.R. Desourteaux， 
Les ldees de William Thomρson d'aρres ]' 
{lnquiry into the Princiρles 01 the Distribution 
01 Wealth}， Imprimerie du mudi， 1912， pp. 
28-29.また，上野，前掲論文， 200頁，参照〉。
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木〕をコヴェント・ガーデン市場に，または

テムズ河沿いの地方に運べば，それらは即座

にある人々の必要に対するかの関係を得て，

このことがある素材的客体に富としての性格

を与えるのだ。これは極端な場合だが，大商

人の仕事は，ある程度彼が扱う対象全てにこ

うした富としての性格を与えるはずである。

彼は，それらがほとんど価値を持たない所か

ら，多くの価値を持つ所へ，またそれらを必

要とする人々がほとんどまたは全くおらず，

それらがほとんど有用でない所から， より有

用でそれに対する需要がより大きい所へ諸商

品を移動させる。人聞の必要に対する素材的

客体のこうした関係に関する限り，彼は，羊

毛を布に転換することによってそれを衣服の

用途にあてる人と同じように富を創造するの

だ。J(Hodg. PPE. pp. 172-173) r羊毛を布

に変える人も，布をコートに作り上げる人

も，彼らの勤労がその充当される素材を予定

された目的により適したものにすることによ

って， この素材に価値を加える限りで生産的

な人と考えられてよい向。J(Rav. FD. p. 

321) r非常に重要な発見または発明は，労働

がその結果を生じさせるために適用されない

なら，全く単なるつまらぬ物と同様に，我々

にとってまさに役に立たない useless ので

ある。……発明者の製図や設計は，エンジン

製造者の労働によって援助されるまでは価値

を持たなし、。また，完成したエンジンは，火

や水によって作動されるまでは，単なる模型

と同じく無価値 worthless である。エンジ

ンの用具性によって生み出される結果は， こ

のように，関係する全ての集団の労働に依存

しており，またそれらに等しく依存してい

25)鎌田教授は， この引用文について， r彼の労働価
値説の労働はまだ具体的有用労働の形骸を脱却し
てはいないoJ(前掲書， 89-90頁) という正当な
解説をされているが，彼の「勤労 industryJ と

いう用語がこのことを暗示している， という教授
の論拠には首肯できなし、。

る26)oJ (Bray. LW. p. 45) 

ここにはっきりと，彼らの「労働価値」説は，

財の素材的有用性が，与えられた素材を物質的

具体性において変化させる具体的労働によって

規定される， という内容を持つものであること

がわかる2九それは，財の具体的な素材的有用

性から独立した形で、規定される，抽象的労働時

間の凝集量に基づく価値の規定とは全く無綾な

のだ26)。

したがって，この点でも，彼らの理論構成

は， リカードゥのそれとは著しく対照的であ

る。それらは同じく「労働価値」説と呼べると

しても，その価値の概念， したがってまた価値

を形成する労働の概念を全く異にしているので

ある2的。しかし，この点は，個別的に価値論そ

26)平尾教授は， プレイの価値論の特徴を， それが
「あるべき原理」とされている点に見い出してい

るが，彼の価値規定は， このように内容そのもの
においてもリカードゥとは異なる独特な性格をも
っている。

2のこの点からして，彼らに，労働価値説→労働全収
権論とL、う論理があるとしても，それは決して，

「労働だけが交換価値の原因である……。労働
の収益は全部， 自分の労働によってその価値を
つくり出した者に与えられねばならない……。」
(Menger， a. a. 0.， S. 54，訳78頁)などという
ものではない(同様の解説は Cole，。ρ.cit.， p. 

133.にも見られる)0rもともと全労働収益権なる
ものは，生産物価値と価値生産物，使用価値と価
値との混同から生じた要求J(鎌田，前掲書， 163 

頁)なのだ。
28)神代光朗「トマス・ホジスキンの資本観JW三回

学会雑誌』第61巻第8号， 1968年，参照。また，
この点は， 一定の労働による生産物量及び有用性

の増大に， 生産物価値の増大またはその労働の価
値の増大を見る彼らの論理 (Cf.Rav. FD. pp. 
66， 260; Thom. PDW. p. 46) に端的に確認で

きる。
29)この点については，既に， 彼らの価値論が， r彼

らの社会・経済改革を目指す扇動に役立つよう
に， リカードゥ価値論を歪曲したもの」 σ.
Dorfman，“Piercy Ravenstone" and his 
Radical Tory Treatise， in Rav. FD p. 14)だ

とか， リカードヮ価値論の「誤用J(平尾， 前掲
書， 35頁)であって「両者には著しい差異があ

るJ(堀， 前掲書， 68頁〉といった形で数多くの指
摘がなされている(他にも， M. Beer， A H istory 
01 British Socialism， vol. 1， G. BeIl and Sons， 
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れ自体の完成度と L、う観点から， リカードゥ価

値論からの理論的後退30)と言ってすませるもの

ではない。「リカードヮ派」社会主義の価値論

は，個別的な理論的不全物として洗い流されて

よいものではなく，むしろ，後に触れるよう

に， リカードゥ(あるいはマルクス)とは異な

る総体的論理構成の一環として要求され，重要

な意義を持たされたものとして，内在的な理解

に付されるべきである。こうした内在的理解な

しでは，たとえ彼らの価値論をリカードヮ流の

それに引きつけて理論的に完成度の「高L、」も

のと「改釈」して賞賛しても，それはむしろ，

リカードヮ(あるいはマルクス)的理論の色眼

鏡を通すことで，彼らの資本批判を支える総体

的論理構成を捉えそこね，結局は，その資本に

対する批判力を無に帰してしまう，ひいきの引

き倒しでしかないのである。

3 独特の「労働価値」規定の基盤としての

自然一人間図式

ところで，以上のような「労働価値」説を彼

らが定立する基盤には，彼らが共有している，

自然一人間図式を枠組とした経済活動のイメー

ジがある。すなわち，彼らにあっては，経済活

動は， 自然を前にした人聞が， 自分の生活上の

欲望・必要に基づいて自然の素材を自分の目的

に適合するように変形する活動として表象され

ているので，その活動をする人聞にとって，重

1920， pp. 189-190，大島清訳『イギリス社会主義
史(ニ)Jl岩波書庖， 1970年， 51-52頁， 玉野井，
前掲書， 126頁， などがある〉。 また rホジスキ
ンの価値論は， リカードゥの価値論ではなく， ス
ミスの価値論の徹底的拡張であるJ(E. K. Hunt， 
Value Theory in the Writings of the Classical 
Economists， Thomas Hodgskin and Kar1 
Marx， in History 01 Political Economy， vol. 
9， No. 3， 1977， p. 338)という指摘もある。

30)例えば， 平尾教授は， rトムスンははるかに古典
派におよばないJ(前掲書， 60頁) と言われたが，
我々のように，個別的に見た価値論の成熟度にで
はなく，資本主義社会の批判を支える彼らの総体
的論理構成の特徴に注目するならば，古典派を
「後退」させる彼らの価値論も， 批判的論理の一

環という意味では， むしろ古典派を凌駕している
と言えるのである。

要なもの，すなわち経済的価値は，その変形さ

れた素材の有用性とされ，だからまた，その活

動の中心たる労働は，自然的素材を人聞の欲望・

必要に合致した素材的状態にする具体的効力に

おいて，つまり自然から人聞の欲求を満たす素

材を獲得するための代償とL、う資格において，

価値を形成するとされることになるのだ31)。

「労働こそが，そうでなければ自然的に広く

散らばっている無用の素材を人聞のための幸

福の手段に転換する要素なのだ。J(Thom. 

PDW. p.89) r改良による占取が，占取され

ていない土地に対する自然的権原であるなら

は作業する手段を持ち，土地の生産物を欲

求の対象としてL、たし、かなる人も，求められ

ていた彼の必要の分だけの土地を領有するだ

ろう。……彼が必要とするよりもさらに多く

を再び囲い込むとすれば，そうした囲い込み

の代価は何であろうか。それにかかった労

働，またはそれの価値が完全な等価で、あって

それ以上ではない。というのも，囲い込む労

働によって，新しい土地を得られる人々は，

既に固い込まれた二五地のための労働の価値以

上のものを何か与えるべきであろうか。明ら

かにこれがその自然的価値なのだから，使用

のために必要だった以上の土地の固い込みは

考えられない。JCibid，. pp. 242-243) r自然価

格または必要価格は，自然が何らかの商品を

生産しうるために人聞に要求する労働の総量

を意味する。……労働こそは， 自然との取引

きにおける本源的購買貨幣であったし，現在

もそうであり，また将来も唯一の購買貨幣で

あろう。J(Hodg. PPE. pp. 219-220) r価
値を授与するのは，唯一労働だけである。と

いうのは，正当にも言われてきたように，労

働は，我々が食べ，飲み，着る全てのものに

対して支払われる購買貨幣だからである。全

31)鎌田，前掲書， 351頁，参照。こうした特徴から
して，彼らの論理はロック的労働価値説だと言え
る (Cf.Meek， op. cit.， p. 126.また，平尾，前

掲書， 21頁，参照〉。



48 (268) 経済学研 究 36-3 

ての人は，彼の正当な労働が彼に得させるも

の全てに対して，疑う余地のない権利を持っ

ている。J(Bray. L W. p. 33) 

但し，ここで，労働は，言わば自然との交換に

おける代価・代償・等価物の資格において，そ

れ自体価値と見なされている点で，既に一つの

抽象化を経験している。すなわち，ここには，

種々の労働を具体的有用性においてばかりでな

く，自然に支払うべき代償という性格におい

て，抽象的・一般的に捉える発想の基礎が提示

されているのだ。とはいえ，やはりその代償と

しての労働も，あくまである具体的有用性をも

った素材に支払われるものとして表象されてい

る限りでは， この論理は，その代償の大小によ

ってそれが得させる財の有用性の大小が規定さ

れるという，かの独特な「労働価値」説といさ

さかも矛盾するものではない。

さて， こうして rリカードク派」社会主義

者における，素材的有用性としての価値の規定

が概観された今，そうした価値概念をめぐる彼

らの論理構成の特徴が総括されうる。まず第ー

に，価値は，財の素材的な有用性として表象さ

れているのだから，物質的実在性を持った全く

具体的なものであり，抽象化された観念性・形

而上性とは縁もゆかりもないものとして定立さ

れている。だが，この点の確認は，必然的に，

彼らの価値論に一つの派生的性格規定を与え

る。問題は，価値が，物質的実在性を持った具

体的有用性として表象されると，この価値を形

成する労働も，上の引用全てに見られるよう

に，財の有用性を素材的具体性において実在的

に定立する労働，マルクス流に言えば，具体的

有用労働である他ない， ということにある。こ

のことは，彼らの「労働価値」説の労働が，労

働者の主体性から抽象的対象性において独立化

したものとしてではなく，労働の主体の具体的

な力能の発現という，労働者の主体的存在に還

元されうるものとして把握されていることを意

味する。だから，彼らの価値論の構成の第一の

特徴は，価値及び価値形成労働の，つまり価値

が存立するメカニズム全体の，物質的実在に即

した具体性，逆に言えば，抽象的対象性におけ

る独立化の不在， とまとめることができる。

さて，第二の特徴は，彼らの価値概念が財の

有用性を内容とすることから，それに主体の評

価と L、う契機が必然的に織り込まれていること

に関わる。すなわち，有用性に関する評価が，

主体の，少くとも主体の社会的関係性に基づく

ものである以上，彼らのいう価値は，いかなる

意味でも，関係的主体性から独立した実体的存

在性を持ちえなし、向。それは，主体自身への相

互的関係が定立する相対的な事柄として， した

がってまた，主体の社会的関係の変更によって

変化するものとして把握されているのだ。一言

で言えば，それは客体的存在ではなく，社会的

主体性そのものと了解されているのだ。

「ある物品が， 富としての物品 articleof 

wealthであるためには， 欲望の客体でなけ

ればならず，そしてまた， こうした欲望と好

みは物理的及び道徳的な環境双方に応じて，

特に知識(科学や技芸)の量に応じて変化し

がちなのだから，労働の絶対量が何らかの形

でこれらの正確な指標になりうるというの

は，明らかに不可能である。……人類の道徳

的・知的条件が改善されるのに応じて，欲望

と趣味が変わる場合には，富に適用される正

確な価値の尺度は与えられないのだ。Jrそれ

ら〔労働と労力]は，全て可能的にそれら

〔欲望の客体】の性質を変えるのであり，あ

る時には富としての客体であるが，一方他の

時には，それらは単に欲望の客体にすぎな

いものであったり，あるいは欲望の客体で

あることさえやめているかも知れない問。」

32)この点からして，ホジスキンに限った説明であ
れ， r価値の実体としての労働を把握するという
古典経済学に特徴的な理論的見地をかたくとって
いるJ(玉野井， 前掲書 76頁) というのは，少
くとも一面的に過ぎる解説である。

33) トンプスンのこの指摘を， 価格変動に関わる問題
として処理し， r彼は価値と価格を混同したので
あるJ(中)11，前掲論文， 45-46頁) と言うのは，
彼が， そもそも欲望の客体であるか否かという問
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(Thom. PDW. p. 15) 

したがって，彼らの価値論の構成は，価値を対

象的実体としてではなく，社会的主体自身の関

係性として把握する点でも，価値を主体から独

立化した存在として論理化する道を塞いでし、る

のである。

こうして 1リカードヮ派」社会主義者の価

値論の特徴を総括するならば，いずれの特徴の

面からも，その論理構成が，彼らの社会経済認

識の前提的基盤となることによって，その資本

批判を側面援護していることがよくわかる。と

いうのは，彼らの論理構成の二つの特徴，つま

り問題設定の素材的具体性と主体的関係性の観

点とは，いずれも，価値を社会の主体及び論者

自身から独立化した存在として抽象的に客体化

する理路を予め回避する基礎を提供しているか

らである。価値を主体性から独立した客体的存

在として所与化・実体化しないことは，一方で

は，資本の価値的存在性を自明の所与としなが

ら，資本家の本源的労働の抽象的対象化である

資本価値に基づいて資本家による資本の所有を

正当化する論理を捨象する基盤となるし，他方

では，そうした資本所有の正当化を媒介してい

る，抽象的に対象化した資本家の本源的労働=

資本価値の存在が，価値形成労働をあくまで素

材的有用性をもたらす労働者の主体的能力に還

元する論理によって全的に否認されてゆく基盤

となるからである 34)。価値をめぐる，経済過程

の独立化の否定が，彼らの資本に対する批判力

を根拠づけていることが，肝に銘じられなけれ

ばならない。

ところで，彼らの資本に対する批判力を支え

題まで含めて論じていることを強引に無視した解
釈である。ここにも， トンプスンとは異なる価値
概念を外的に前提して， それを基に彼の論理を裁
断し，その概念をはみ出す論理を切り捨ててゆ
く，例の専断がある。

34)この点、に関しても， 注14)で紹介したロールの解
釈は， 彼らの論理の核心を骨抜きにするものであ
る。交換価値を媒介として労働への還元をなして
も，資本家自身の本源的労働が対象化された形で
資本家の資本所有を正当化してしまうのだ。

る，こうした経済過程の独立化(抽象的対象

化)の否定は，既に触れたような，彼らの主体

主義的な社会経済認識，主体主義的経済哲学に

根源をもっ。そこで，章を改めて， この点が彼

らの資本批判を側面援護している構図を吟味し

よう。

第4章 客体性の支配を越える主体主義的

経済哲学

「リカードヮ派J社会主義者の主体主義的経

済哲学と言っても，その内容は一義的ではな

い。ここで，一義的ではないというのは，各論

者によってそのニュアンスが異なる， というこ

とよりも，むしろほとんどの論者においてそれ

が多層的な構造を持っている， ということを意

味する。そこで，以下，彼らの主体主義の構造

を三層にわたって分析してゆくこととしたい。

1 主体主義的社会認識

第一に，彼らは，その社会認識の内容におい

て主体主義的である。つまり，彼らにあって

は，社会， とりわけ経済社会の， したがってま

た経済的社会理論の中心軸，根本は，人間の主

体的能動性だとされているのだ。

「人聞は，自然的にも個別的にも，創造され

た全ゆる動物の中で最もか弱く，貧弱なもの

の一つである。しかし，人間の知性が彼の肉

体的劣性を補っている。彼が，数世代の知識

を相続してきた後で，また，人聞が集まって

大集団になって生活する時，彼は自分の精神

的能力で，いわば自然の働きを完成し，かつ

自分の知性に， もっと低い動物の肉体的力を

つけ加えることができる。……要するに，彼

は，全ての自然力を強制して自分に奉仕さ

せ，また自然そのものを侍女にして自分の意

志に従わせるのである向。J(Hodg.. LD. pp. 

65-66) 1労働の生産物は"、かなる場合でも

労働そのものを代表するものと見なされる以

外になし、。死んだ素材は無である。能動的な

35) Cf. Hodg. PP E. pp. 15-19. 
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精神と手こそが，我々の観点においては，哲

学的で社会的な考慮の唯一の対象なのだ。」

(Thom. PDW. p. 90) 

この種の主体主義こそ，素材的有用性の増大と

しての富の増大は全て勤労・労働に基づくとい

う，彼らの「労働価値J説的経済観を，そして

また，富を，労働主体と自然との間で抽象的対

象性において中立的に独立化したものとして捉

えることなく，労働に基づく富を全て労働者の

主体性そのものに帰してゆく立論を支える根源

なのである。一見しでわかるように，それは，

近代社会における産業・勤労が有するに至った

威力，すなわち，世界を能動的に変化させ，人

間一自然関係を主導的に規制する力をイメージ

した，主体主義的イデ、オロギーである。

2 客体の支配に抗する主体的能動性の価値

的賞揚

第二に，彼らは，その社会批判の構えにおい

て主体主義的である。すなわち，第一の点から

明らかなように，経済社会の根本に位置し，そ

の発展を支えているのが人間の主体性， とくに

勤労と知識であるにもかかわらず，彼らが眼前

に見る社会においては，その根拠たる主体が，

財産，機械，貨幣等々の客体に支配されている

ことを，彼らは，主客関係の忌まわしき転倒と

して，主体の価値と地位の回復を志向する形で

批判するのだ加。

「所有権または諸財産を基礎としている社会

秩序の存在，不幸にもこれらの財産の一部を

成している労働者の抑庄の存在を正当化する

ために，人間そのものを考慮に入れないで

一一これらの輝かしい諸効力は全て固定資本

と流動資本に帰せられてきたのであって，恐

らく， どんな他の部門の知識にも見られない

程途方もない思考の悪用でそうされたのであ

る。労働者の熟練や技術は見落され，また労

働者がけなされてきた一方で，労働者の手の

製作物が崇拝されてきたのである。J(Hodg. 

36) トンプスンについては， 戸ーゼンベルグの指摘が
ある (CM.YKa3.co4.， C. 240，訳387頁〉。

LD. p. 66) r所有の権利が奴隷制の原理にで

はなく，正義の原理に立脚するようになるま

もでは，人聞が，彼の踏んでいる土くれとか，

彼の動かす機械とかよりも，ずっと尊敬され

るようになるまではー一地上の平和も人々の

聞の好意も存在するはずがないし， また存

在してはならないのだ， と私は確信する。」

(ibid.， p. 104) rある考えが非常に流布され

ている。すなわち，労働の生産物と労働その

ものとは，それらの本性において大変異なる

ものであり，非常に異なる注意を振り当てら

れる資格を持つものだ， というのがそれであ

る。富としての物品や富裕な人々は，一般に

自己満足をもってながめられるが，一方，何

も蓄積しておらず，働く能力しか持たない人

々は，無関心に，また嫌悪をもって見られ

る。富と貧困，すなわち富と富の生産者は，

互いに対立的に区別され，和解しがたし、敵対

にあるものと見なされる。富をその所有者が

防衛するために，全ゆる手段が発明された。

富を生み出す，かの生産的エネルギーを防衛

することは余計なことと考えられている。い

や，いたる所で，労働の自由な遂行を統御す

るための体系的野合さえなされている。との

故に，富としてのいかなる物品の一分子さ

え，その所有者によって満足すべきものと見

なされる等価物なしには， どんな口実によっ

ても彼から取り上げられるべきではない， と

いうことを気軽に認める，いや主張する多く

の人々が，同じく，労働，富の生産的源泉は

その所有者から満足のゆく等価物なしに取り

上げられてよい，と猛烈に主張するのだ。」

(Thom. PDW. p. 88) 

ここで，客体性による主体の支配・卑下が転

倒として批判される場合の立脚点は， 明らか

に， 自由・平等・所有・博愛という近代市民社

会的ヒューマニズムである8730 つまり彼らは，

37) Cf. J. Gray， A Lecture on Human Happiness 
. Philadelphia， 1826 (rep. by Augustus M. 

Kel1ey， 1971， p.4 (以下 Gray.LH.と略して引
用)。
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所有をめぐる不平等に支えられた1"富に基づ

く貴族制J(Hodg. LD. p..67.) とも言える労

働者に対する抑圧が，彼らの自由を根源的に破

壊し，彼らを卑しめている現実を，主体が本来有

すべき人間性の回復という観点から，客体によ

る主体の転倒的支配として批判しているのだ。

したがって，彼らは， しばしばこの批判を，本

来人間に定められた自然法，本来人間に賦与さ

れた自然権の冒漬に対する反発という構え8のに

おいて行なっている。

「労働することの目的は，個人の必要を満た

すことである。自然は彼に，この目的のため

の資質と力を与えた。それが与えられたの

は， この目的のためにのみであって， 自然が

閉じくそれらを賦与した他の人々の必要を満

たす目的のためではない。J(Hodg. PPE. 

p. 51) 1"自然の体系では， ロは手や知性と結

びついている。手や知性が生産の主体なので

あって，資本がそうなのではなL、。そこで，

自然の規則に従えば，立法者の知恵と称する

ものがどんなに妨害しようとも，一人の人聞

が存在する所ではどこでも，その人聞に対し

て生活資料を作り出し，生産する手段もまた

存在する。……そこで，もし利潤が存在しな

ければ，そして利子が存在しなければ，蓄積

や改良のためのどんな動機も存在しないだろ

うということが万一言われるなら一一恐らく

そう言われるだろうがーーー，私は次のように

答える。これは間違った見解であり，同時に

それは，労働に起因する諸効果を資本と貯え

に帰することから出てくるのだ。J(Hodg. 

LD. pp. 108-109) 1"彼ら〔経済学者〕は，分

配に関する自然の諸法を，現存し，既に知ら

れた事柄として云々し，それらを返答不能に

する議論の基礎または助けとして用いる。

…・・それらに与えられたこのような意味にお

いては，分配に関して，また他の何らかの事

柄に関しても，自然の諸法なるものは存在し

ない。啓発された経済学者が，分配に関する

38) Cf. Bray. LW. p. 34. 

自然の諸法で意味させているし，またそうす

べきであるものは，富を生産する大小の社会

にとって，最大量の幸福を生み出すために，

富の分配全体が立脚すべき一般的諸規則また

は第一義的諸原理なのである。J(Thom. 

PDW. p. 3) 

このように，彼らの社会批判の構えにおける主

体主義は，自然法・自然権的なヒューマニズム

思想に裏づけられる形で，主体の能動性・人間

性の回復を価値的・倫理的地平で主張するもの

なのである 39)。だから，この主体主義は，彼ら

の資本や社会に対する価値的・倫理的批判力の

根源となっているわけだ。しかもそれは，彼ら

の批判的論理全体を言葉として具現させるに至

らしめた根底的欲動でもあった刷。というのは，

この価値的・倫理的理念性なしでは，眼前に展

関される資本主義社会の情況に対して，何らか

の発話を為して主体的に介入せんとする態度

は，決して成立しえないからである。資本主義

社会の事実の科学的描写，法則的解明なるもの

は，少くとも，その方法それ自体においては，

情況の推移に関する認知の是否如何を問題とす

る発話を生むのがせいぜいで，情況に介入する

批判的理性を生み出すことができないのだ。

3 理念実現の方途の主体主義的構想

第三に，彼らは，上述のような，価値的・倫

理的理念の実現に関する論理において主体主義

的である。すなわち，彼らは，自然法・自然権

的な人間的主体性の回復・実現を，主体の認識

と意志とを根拠にして，あくまで主体的問題と

して構想する点で主体主義的なのだ41)。逆に言

39) 大河内一男『社会思想史(改訂版)~有斐閣，
1964年. 260頁，参照。

40)平尾，前掲書.57頁，参照。
41) r社会を改善する最良の手段は何かを考え始める

に際して， 何らかの固定的・不変的な商業上の諸
法則があるとL、う信念を， できるだけ我々の心か
ら取り去ることが望ましい。長い時代の聞に蓄積
された無知が我々に課している諸法則を探究する
ことではなく，最良の結果を生むと考えられる諸
法則を形成することが社会の仕事である。」 σ.
Gray， The Social System ... Edinburgh， 1831 
(rep. by Augustus M. Kelly， 1973) pp. 6-7) 
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えば，彼らは，そうした理念の実現の根拠を，

客観的・対象的な過程や威力に求めることをし

ないわけである。そして実は，彼らのこの主体

主義は，上述したように，その理念を人聞が本

来その下に置かれるべき自然法・自然権として

構想したことと密接に関係している。というの

は，そうした理念が構想する， 自由・平等・所

有・博愛の状態が，自然の提であり，人間本来

の自然的権利であるとすれば，それを根底から

踏みにじっている資本主義社会の荒廃・堕落

は，人聞が歩むべき道(自然法・自然権)を正

しく授け能う無謬の創造主・自然の為せる業で

はなく，全てその創造主の指し示す自然法・自

然権を自らの無知・過ち・堕落によって侵犯す

る人聞の人為に帰せられるべき事柄だというこ

とになり叫， したがって，眼前に存する荒廃・

堕落の克服は，まさに全ての責任を負うべき人

聞が， 自然法・自然権に関する知性と正義を領

有することによってしか実現されえないし，ま

たまさにそれだけで実現されうる， ということ

になるからである。

「現代において，諸国民に降りかかる全ての

苦難は，ただ人間の統治者が，全能の神の命

令に逆らって彼らの権威を打ち建てようとす

る気遣いじみた胃潰的な努力だけに帰せられ

るものなのである。J(Bray， LW. p. 11) 

「私の信ずるように，人類にとって目ざわり

なこうしたこと一一それは非常にしばしば神

の叡知の非難とされるのだがーーが，全て人

間の制度から生じているのであれば，その害

悪は救済しうる。人閣の愚かさによって生じ

た災いであれば，その矯正には人間の知恵で

十分である。我々は，天運の覆えしがたい命

令と戦う必要はない。J(Rav. FD. p. 195) 

「労働者が， どのような自然法に自分の生存

と幸福とが基づいているかを知るのを妨げて

いる，資本家つまり抑圧的な仲介者を，見え

ない所に追い出せ。一一全てのものを生産す

る人々が，ほとんどあるいは全く何も所有す

42) Cf. Gray. LH. pp. 30-31. 

ることが認められないような社会的規則を捨

ててしまえ。一一そうすれば，資本すなわち

労働を雇用する力と共存する労働は同じもの

だということが明らかになる。しかも，生産

的資本と熟練労働もまた同じものだというこ

と， したがって結局，資本と労働人口とは，

確実に同義語だということが明らかにな

る的。J(Hodg. LD. p. 108) I富に関ずる平

等の保証のこうした諸特徴が，暖昧な形で

『分配に関する自然法』または富の分配に関

する…・・根本的諸法則と呼ばれてきたものを

包含しているのだ。自由な労働，その生産物

全部の使用，そして自発的交換， こうした単

純なことが，富に関する全ての正当な分配が

立脚すべき規則なのである。/こうした諸法

則の道守から成る平等の，または正真正銘の

保証は，全ての人の利益に立脚しているし，

また不平等の行き過ぎとそれが惹き起こす諸

罪過を，貧困の側でも過剰の側でも労苦なし

に取り除くので，社会の平和と幸福を保持す

るための非常に簡単な法律と非常に緩やかな

刑罰以外に何も必要になるものはないのだ。」

(Thom. PDW. p. 586) 

こうしてみると Iリカードゥ派」社会主義

者が，資本を批判する際に，固有の根拠を持つ

実在として表象された資本を，単なる名目・言

葉・間違い・幻想として描出した事情がよくわ

かる。つまり，こうした論理構成は，彼らが，

自然法・自然権を侵害する形で存在している資

本は，必ずや自然の叡知を理解できない人間自

身の愚かな誤解に基づく転倒的妄想にすぎない

43)こうして，理念実現の過程における主体主義にホ
ジスキンを属させることには，彼の論理に，言わ
ば自然、的過程としての社会「発展説」を見る立場
(Cf. Stark， 0ρ. cit. ， pp. 86-87，訳132-133頁。
また，平尾，前掲書， 29-30頁， 参照)から異論
が出るだろう。だが，彼にとって「人間の意志の
産物でない」のは， 創造主の定めた自然法に基づ
く社会の編成なのであって， それを否定する状態
からの脱却がその編成を目指す人聞の意志に媒介
されることは， 彼自身認めている (Cf. Hodg. 
PPE. p. 260)。
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が故に，まさにその誤解の払拭のみによって否

定ざれうると考えていることに由来するのだ。

ことに，彼らの問題構成全体が， 自然法・自然

権的理念に基づいて資本主義社会の堕落と悪弊

に対抗して主体の地位を回復せんとする，社会

批判の主体主義によって規定されていることも

わかってくる。それは，社会経済的現象の法則

科学的展開であるよりは，むしろはっきりと

一つの批判理論として構成されているのであ

る44)。

結びにかえて

本稿は rリカードゥ派」社会主義を経由す

ることで，マルクスが異なる論理構成に基づき

ながら彼らと共有する，社会批判の構えに光を

あてることを最終的目的として意識しつつ，ひ

とまず「リカードゥ派」社会主義の論理構成の

特徴を虚心坦懐に描き出すことに努めてきた。

では， この観点からマルクスの経済学批判を再

考するにあたり，以上の分析はいかなる論点ま

たは方向性を提示することになるのか。この点

に答えるために，まず，マルクスの経済学批判

の論理と比較することを意識した上で， rリ、カ
ードゥ派」社会主義者の論理に関するこれまで

の分析を整理しよう。

第一に，彼らにあっては，資本の価値的存在

の捨象により，資本とされる素材の生産的効用

を価値的に裏づける関連を， したがってまたそ

れに対する資本家の所有の正当化を回避する構

えが，資本批判の重要な根拠となっていた。

第二に，彼らにあっては，資本とされるもの

が素材的効用の観点からのみ表象され，またそ

の表象に根拠づけられてその生産的力が全的に

労働者の能動的主体性に還元されたことが，こ

れまた資本批判の重要な論拠だった。

第三に，上のニ点と関連して，彼らにあって

は，資本を構成し，成立させている労働が，常

に素材的有用性を生む具体的なものとして表象

44)隅谷，前掲論文， 257頁，参照。

されたので，労働者から抽象的対象性において

実体的に独立化した労働としての価値(本源的

には資本家の労働)が，資本と呼ばれるものの

素材的効用を裏づける， という資本の価値的根

拠づけの問題を捨象させその生産的力を全て

労働者の主体性そのもの、に(主体と素材との聞

に抽象的に存する労働を媒介せずに)還元する

論理が側面援護されることになっていた。

以上の三点は，一見しでわかるように，マル

クスの経済学批判体系の論理とは正反対のもの

である。何よりもまず，マルクスにとって資本

は，他ならぬ抽象的価値の自己増殖体として実

在し，まさに抽象的労働の投下に規定される価

値の法則を基礎として存立しているものなの

だ。言わば， rリカードヮ派」社会主義の「資
りアリズム

本唯名論」に対し，マルクスは「資本実念論」

の立場をとるわけである。しかも，資本は，素

材的観点から見ても労働者の主体的力能その

ものに還元されえないものとして，否，むしろ

労働者の主体性をも統括する客体的威力の転倒

的展開として捉えられているのだ。では，こう

した両者の差異の認識から，我々はいかなる論

点を引き出しうるのか。多くの経済学者は，

「リカードゥ派」社会主義の八方破れな経済理

論を，現実的事態により整合ずるよう改善し，

経済認識をより厳密にしてゆくことを志向する

に違いなL、45)。なるほど，彼らの財の有用性に

関する評価を内容とする価値概念，資本と呼ば

れる素材の有用性を労働者の主体性に還元する

論理，また殊に，価値としての資本の運動の実

在性を否定する，素材的に傾いた資本表象は，

全く同じように社会経済的現象の客観的事実の

前では， リアリティーを欠いているように思わ

れる。しかし，である。我々が， rリカードゥ

派」社会主義者とマルクスとの対比という，一

つの迂回を通してマルクスの経済学批判に光を

あてようとしたそもそもの目的は，相異なる論

理構成をとりながらも両者が結論的に共有して

いる，社会批判の構えを再検討するためだっ

45)平尾，前掲書， 67頁，参照。
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た。だから，上のように， rリカードヮ派」社

会主義の経済理論的不十分性，社会経済分析に

おけるリアリティーの欠如を，経済学的に是正

し完全化することによって，我々の問題意識は

何ら満たされない。むしろ，やや挑発的に言え

ば，そこで経済学的是正・完全化の対象となる

論理構成が，まさに「リカードゥ派」社会主義

の資本批判の根拠である限りでは，その経済理

論的不十分性や社会経済分析におけるリアリテ

ィーの欠如という「欠陥」こそが，我々にとっ

ては関心をそそるのである。この点からすれ

ば，彼らの批判理論的論理構成を，事態整合的

現実描写へと是正・完全化しようとする科学的

経済学の論理的こそが難点をもったものとし

て，逆に問題化せざるをえなし、。というのも，

「リカードゥ派」社会主義が，資本を批判する

にあたって根拠とした論理は，労働価値・資本

価値などの事象から成る経済過程を，抽象的対

象性において独立化した客体的運動として認知

せず，あくまで主体を軸に構成され変革されう

るものと捉えてゆく論理として一般的に概括で

きるのだが，既述の，マルクスの理論に「基づ

いた」科学的経済学の理論的事実描写は，労働

を抽象的対象性において諸主体から実体的に独

立化させ，その延長線上に抽象的実在としての

資本の価値増殖運動を法則的に展開してゆくこ

とを志向しているからである。主体から自立化

46)同前.35-36頁;玉野井，前掲書. 127-129頁，参

照。

して，それ自体に固有な客観的法則性をもった

経済過程を事態整合的に描写する科学的経済学

は，どこからその経済過程のあり方を批判する

論理を獲得してくるのであろうか。

かくて， rリカードゥ派」社会主義に関する

我々の分析は，次のような論理の方向性を提示

することになる。すなわち， マルクスは rリ
カードゥ派」社会主義者とは正反対に，抽象的

人間労働，価値実体，価値法則，価値の自己増

殖などといった，主体から独立した抽象的・形

而上的・観念的偶像の客体的支配を実在的なも

のと認めた上で，その客体的運動の世界を批判

する主体性をどのように定立するのだろうか，

と。これは，言い換えれば，経済社会の事象

を，あたかも天体運動の如く，主体の意識的統

御を越えた物象的運動と捉え，そうした物象的

運動を自明な自然必然性と了解してそれに従属

する主体の物神崇拝を認めた上で，それでも批

判的主体性がしぼり出されてくるマルクスの論

理とは，一体し、かなるものなのか， という問題

なのだ'0 どうやら， 我々の論理は， rリカード

ヮ派」社会主義者とマルクスとが，同様の社会

批判論を，全く異なる論理構成に基づいて，結

論的に共有している事情を，物象化と物神崇拝

に関する両者の認識態度の対照性が規定してい

る構図を捉える方向に向かうことになるようで

ある。




