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経 済 学 研 究 43-3
北海道大学 1993.12

商品交換制の崩壊と貨幣の復権

一一1920年代初頭ソビエト社会のー側面一一

杉本龍紀

[ 1 ]はじめに

20世紀末に生じたソ連・東欧社会主義の「崩

壊」という事態は，“何故"崩壊したのかという

議論と共に，“何"が崩壊したのか，すなわち，

ソ連・東欧社会の性格をいかなるものとして把

握するのかという認識上の課題を生み出した。

後者の問題に関する日本での議論は次の 3つ

のタイプに区分されよう。第 1に，崩壊したも

のはそもそも社会主義ではなかったとする見

解である。これには r社会主義」とされていた

体制はマルクスがいうところの「資本に先行す

る諸形態」で喝り，それが資本の文明化作用に

よって崩壊したとする見解~旧「社会主義」は

社会主義ではなく工業化の初期段階に体制を超

えて不可欠な「開発独裁」だったのであり，それ

が「普通の資本主義」へと発展したとする見

解刊「現存社会主義」は社会主義でも社会主義

への過渡期でもなく「独特の型の国家資本主義J

なのであり，それが「正真正銘の資本主義」に向

かっているとする見解3)など，幾つかのバリア

ントがある。第2は，崩壊した体制を「社会主義」

と呼称した上で「本来」の社会主義とは異なるも

1)関根猪一郎「社会主義と『資本論』一一二つの社会主

義論の批判的検討一一」高知短期大学『社会科学論

集』第62号， 1992年。
2)大西広『資本主義以前の「社会主義」と資本主義後の

社会主義一一工業社会の成立と終喬一一」大月書庖，

1992年。
3)大谷禎之介n現存社会主義』は社会主義か」法政大学

『経済志林』第58巻第3・4号合併号， 1991年。

のであったとする見解である。これには r現実

の社会主義J=国家社会主義とする見解ぺ「い

ちじるしい歪み」を有していた社会主義とする

見解5)などが含まれる。第 3は，これまでの社会

主義はある歴史的条件を背景に存在していた

が，その条件の喪失ないしは変化によって存在

し得なくなったとする見解である。これには，

世界戦争の時代の存在としての社会主義が世界

戦争の危機という存在条件を喪失して終荒した

とする見解円重化学工業化時代の存在として

の社会主義が生産力の新しい変化に対してふさ

わしくなくなったがゆえに崩壊したとする見

解7)などが含まれる。

ソ連・東欧社会の社会主義的性格は，第 1の

タイプの見解にあっては全面的に，第2のタイ

プの見解では部分的に否定され，第3のタイプ

の見解ではソ連・東欧社会が社会主義であった

か否かということよりも，一つの体制として存

在し得た理由が強調されている。

このうち，第 1と第 2のタイプ，特に第 1の

タイプの見解は，良かれ悪しかれ一つの体制と

して成立していたソ連社会を問題にしている。

つまり，社会を構成する諸主体の様々な営為と

4)大野節夫，W資本論」の社会主義」基礎経済科学研究所

『経済科学通信』第66号， 1991年。
5)小野一郎「ソ連社会主義とその時代をめぐってJ Wソ

ビエト研究』第7号， 1992年。
6)和田春樹「歴史としての社会主義』岩波書庖， 1992 

年。
7)竹内啓，W体制』としての資本主義と社会主義JW世界』

1993年1月号。
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事L離を濁じた生成の歴史を内に含みながらも，

ぞれら を舗に見える形では茨穫しないよ

うな社会状態，したがって慨に生成してしまっ

た社会状欝を検討の対象にしていると言えよ

う。だが， 20世紀の過半を占めたソ連社会の存

在の意味を，ある現象や時期を切り取ることに

よっては評価 し10 してしまったソ連

社会は社会主義とは呼称し持ない体制lであった

としても，ぞれは，社会を構成する謡主体の種々

と，ぞれと相就規定関f系にある諸事実と

の複合約f乍用の結果として担盤ずべき る。

ソ連社会の歴史におザる諸主体的意思と営為

の多くは，少なくとも主観的に

を五向していたことを見逃しではならない。た

とえソ連が非社会主識となったとしても，

と営為が鐸ゆえに成就さFれなかったの

かということを，意思と意思，あるいは窓j思と

との関わりなどから欝護に検討することな

しにはソ連社会の性格規定という問題は説得的

に解明されない。

先に私は，そのような問題建議，すなわち，

ソ連社会の性格をその生成む鐙史から検討する

という問題意識に立揮して， 1917年の2月革命期

から展開された労働者統制連畿の意味を検討し

た。そこでは，労機密管理への志向を若してい

た労働者続劉運動が， 10月革命後においてソザ

エト裁機によって否定されたために，

になるべき幸子在であったはずの労

働者が再び「労働者」という地f立に転落したこと

した。出時のソビエト社会の基本釣性格は，

その限り

あっ

なものとなったので

労働者続製運動は r社会的生産と生産物の分

に対する統制あるいは管理を過求し

だったのだが円

8)総務庁労働省」から f主主窪者」ヘーーロシア革命に

おける『会絞殺s の言革委事と否定一一J~t滋滋大学 r経

済学研究主主義40巻第4号， 1991年，参照。
9)実燦の労働者統制運動は次第に生産室への統若手;・管理

を主とするものとなり，ゑ産物の分配;こ対する統

制・管]寝は追求しきれないままに終，尽さきせられて

という環をもってして波立するとした

場合，生産関係のあり接，分配関係のあり撲に

て，この時踏の交換関係が如持なる内務と

をもって行なわれようとしたのかを明らか

にする必要が生じる。それによって後に大きな

影響を与えたところのソビエト初期社会の性格

競定をより豊かなものにしなければならない。

交換関保に関して， 10月革命以後 r戦時共蹴主

義j揺における変化きそ還りながらも 1921年の秋

まで泊求され続けたのが，本稿で問題にすると

ころの，商品交換制から始まり無責幣の生産物

交換への移行奇襲望するような，交換の鑑識化

だったのである。 1920年代拐頭までのソビエト

社会の性格を生産物の交換という関商から検討

することに先立ち，あらかじめこニで，商品交

換，金建物交換，そして貨幣媒介交換について

若干の説明を行なっておくのが芽使であろ

フ。

高品交換 TO語的∞6Me設という苦言葉は&:、ずし

も明確に競走されていたわけではないし， I認じ

く事薬品交換とよばれた鰯度でも，革命産後のそ

れと 1921年春からのぞれとは薮子持容を異にす

るのだが，ある程度の共議点 ると次の

ようになろう。

第一に，蒔品交換とは一般的な尚品取引をさ

く r鑓{霞尺度として機議し，した

いったのであり，労激怒統制運動の研究からは直接
に分配関係は明らかにでさない。ゆえに，ソヒ土工ト

初期社会の分配関係についてはílg~こ検討する必要が

あるのだが分況の緩総仇完全に生涯の選議総に

よって規慾されているJ. r生産量への参加の一定の仕

方が分況の特殊な務形態を，分配iこ参加ナるその彩
護撃を規定するJ(マルクス「ず経済学批判要議題』

議J資本論華客様務訳委主要会訳『マルクス資本議室草稿室長

①』大月書r.5， 1ち81年， 43凝)という観点、からすれば，

「生還量殺Jへの蕊肉を有じていた労働者たちが「労縁
者」へと再転落させられたその時期に，労菱重過緩にお
けるr独議芸者Jとしてたち現われてきたところの「プ

ルジョプ毒事門家」たちの工場銭導部が潟給を得るよ

うにされたという事災は{レーニン「ソピエト権力の

三日前の任務パ1918.4.28)rレーニン全集ぷ以下， "L 

会終と織すが，引用にあたって道子訳号変更した

場合もある)第27巻， 251~3頁，参照)，少なくとも納

得できる事態ではある。
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がってまた自分の肉体でかまたは代理物によっ

て流通手段として機能する商品J'O)としての貨

幣を媒介にした交換とも，貨幣を全く用いない

生産物交換npollYKToo6MeHとも区別されるもの

で，前者から後者への過渡的・中間的形態とさ

れるものである1~貨幣媒介交換においては，価

値尺度としても流通手段としても機能する貨幣

(あるいは代理物)が媒介することによって商品

としての生産物が交換され，生産物交換におい

ては貨幣が全く消失した中で生産物が交換され

るが，商品交換の場合には，商品には固定であ

れ変動であれ事実上価格がつきながらも，実際

の交換の部面においては具体的な貨幣は登場せ

ずに生産物Aと生産物Bが直接に交換されるこ

とになる。つまり rw商品交換』も，そこで貨幣

の価値尺度機能が残っている点で通常の商品流

通と類似しているが，流通手段機能が失われて

10)マルクス「資本論」第1部「マルクス・エングルス全

集~ (以下， ~ME全集』と略す)第23巻 a ， 169頁。
11) ，商品交換制は将来の無貨幣=生産物交換への過渡

的措置であったJ(梶川伸一「ロシア革命直後の食糧

政策一一商品交換制を中心に一一J~史林』第66巻第

2号， 1983年， 138頁)。
レーニンは次のような区別を提示していた(商品

交換と生産物交換を区別しないで、用いることもあっ

た)0'過渡期の条件についてもっと熟慮する(しかる

べき諸事実について詳細に研究する)必要がある。貨

幣から貨幣無しの生産物交換に移行することは疑う

余地がない。この移行が成功裏に遂行されるように，

生産物交換(商品交換ではなく)を実現しなければな

らない。当分の間我々には商品交換を実行する能力，

すなわち農民に工業生産物を与える能力がないの

で，その間農民は商品(従って貨幣)流通の残存物の

もと，その代用品のもとに留ることを余儀なくされ

ているJ(，貨幣税廃止委員会へJ(1920.11.30)B. H. 

JIe H11H ， TIOJIHOe c06paHlIe co可lIHeHlIl!， 1I3且， 5-0己

TOM 52， c. 52-3)。 ここでは，貨幣のある交換(商

品・貨幣流通)→商品交換→貨幣無しの生産物交換と

いう経路が示されている。また，現物商品交換とな

らんでそれに利点があるところでは，我々はまさに

断固として商品貨幣商品という定式に移行しな

ければならないJ (，最高国民経済会議幹部会決定草

案J(1921年7月9日か10日) JIeHlIHcKlIl! C60PHlIK， 

XX， c. 105)という叙述もある。ここでは「現物商品

交換」が貨幣を媒介にする交換と対比して用いられ

ている。交換の直接的部面には貨幣が登場しないこ

とをもって現物商品交換」とされ，実際に貨幣が登

場するW-G-Wという交換とは区別されている。

いる点でむしろ社会主義的『生産物交換』と類

似して，いわば両者の中間的な形態であると考

えられたJ'2)のである。

第 2に，商品交換とはあらゆる生産物がそれ

によって交換されることを意味していたのでは

なく，都市と農村，つまり工業製品と農産物と

の交換に際して採用された制度である。

第 3に，商品交換は協同組合などの機関・組

織(1918年には食糧人民委員部，21年春には消費

協同組合が中心であった)を通じた組織的商品

交換として追求されたものである。

このような商品交換は，制度として1918年春

から成立し始め r戦時共産主義」期においては

経済の無償化・現物化の進展によって貨幣を全

く排除した生産物移動への志向が強まる中で変

質し， 21年春から生産物交換への移行を射程に

入れた商品交換制として再登場することにな

る。それらを貫くのが貨幣に依存しないで交換

を組織化するという発想であった。

もともと交換の組織化は戦争下における経済

崩壊に対する措置として考えられたものであっ

たl九しかし， 10月革命後になると交換の組

織化がロシアにおける社会主義の基礎を築くと

12)岡田進「過渡期における商品=貨幣関係一一特に

レーニン過渡期論との関連において」門脇彰・荒田洋

編「過渡期経済の研究』日本評論社， 1975年，所収，

190頁。なお，後述するような激しいインフレーショ

ン下で「貨幣の価値尺度機能が残っている」とは簡単

にはいえなしそうした問題が現物経済化と， 21年
秋以降の貨幣の復権(安定的価値尺度としても安定

的流通手段としても貨幣が求められた)の両者を求

めたのであろう。つまり，現実のソビエトの商品交

換制においては，価値尺度機能を果たすものが安定

的には存在しなかったために経済の現物化が進行

し，現物交換の無理が安定的な価値尺度機能と流通

手段機能の両者を有する貨幣の復権へと至ったので

あるが，このことについては行論の中で示す。

13) ，金融制度と貨幣制度が完全に解体してしまったの

で，また戦争が続く限りそれを健全にすることは不

可能なので，広範囲に，最初は地域的な規模で次い

で全国的な規模で，農具，衣料，履き物その他の生

産物と穀物その他の農産物との交換を組織すること

が，全国的組織の目標とされなければならない」

(レーニン「崩壊との闘争の経済的諸方策についての

決議J(1917.6.7) ~L全集」第24巻， 541頁)。
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認識されるようになり，それに従って様々な方

策が採られるようになった。例えばレーニンは，

革命の10日後に r製造業の製品と穀物の交換，

生産の厳しい統制と記帳こそ，社会主義の基礎

である」と述べ円 1918年の1月には「都市と小農

の農村消費組合との現物交換とあいまって，プ

ロレタリア独裁に基づき，また銀行及び大工業

の固有化に基づいてロシアを再組織することは

…・・・，経済的に完全に可能である」同との認識を

示した。交換の組織化の方法としては，過渡的

形態としての商品交換とその後に成立するとさ

れる生産物交換が混じり合いながら追求される

ことになったのだが，それらは21年の夏までは

「真に社会主義的な経済の基礎J16)として位置付

けられていた。ゆえに，後に述べるように， 21 

年の秋の段階で商品交換制が崩壊して貨幣を媒

介とする交換が復権したという事態は，レーニ

ンを初めとするボリシェヴィキたちの社会主義

建設構想、の失敗を意味することになる。

こうして r下から」の社会主義化運動として

位置付けられる労働者統制運動が否定されたの

に加えて r上から」の社会主義化方策としての

交換の組織化が崩壊するという事態，つまり経

済面における社会主義化方策の主要な部分が崩

壊する中で17)，ソビエト社会はネップへと突入

することになった。

さて，これまでも， 1918年春の社会主義建設

構想 r戦時共産主義」期， 21年のネップへの移

行という 3つの時期の関連を社会主義建設とい

う立場からいかに把握するのかという点に関し

て，多くの研究が展開されてきた。

14) r全ロシア中央執行委員会会議 ノギーンの人民委
員会議脱退声明についての演説と決議J(1917.11. 

17) wL全集」第26巻.298頁。
15) r不幸な講和の歴史によせてJ(1918.1. 21) W L全集』

第26巻.459頁。
16)レーニン「新しい時代，新しい形をとった古い誤り」

(1921. 8.28) W L全集』第33巻.11頁。
17)もう一つの社会主義化の方策として追求された産業

固有化過程もネップへの移行に伴って中断・逆転さ
せられた(門脇彰「産業国有イ巳」岡本正編著『ソ連経済
論・歴史篇』日本評論社.1968年. 71-3頁，参照)。

その際の第 1の論点、は，ブレスト講和の達成

による「平和」の時期に提起された1918年春の

レーニンらの社会主義建設構想(固有化の中断，

ブルジョア専門家の利用，協同組合の利用，国

家資本主義への志向等を通じた「迂回」的構

想)川と，全般的固有化，商業の排除，経済の現

物化などが進行した「戦時共産主義jとの関係を

どう捉えるかという点，特に「戦時共産主義」期

をどう位置付けるのかという点にあった。 61年

にベルヒンは，それまでの通説，すなわち r戦

時共産主義」は戦争とそれによる圏内の荒廃に

よって余儀なくされた一時的政策であり， 18年

春の社会主義建設構想は「戦時共産主義」の終了

後， 21年のネツプ期に過渡期の建設構想として

復活したという見解に異議を唱え， 18年春の構

想、と「戦時共産主義」を連続する一つの社会主義

建設構想として把握する観点、を打出したl九 67

年にはビリクが， 10月革命直後と18年春，そし

て「戦時共産主義」には直接的な継承関係があ

り r戦時共産主義」期は国内戦の開始以前に考

えられていた社会主義建設の方策が最も完全に

発展した時期であるとの見解を打出した2九そ

れ以後，ネップ以前の経済政策を統一的に把握

する見解が強まってきた。それは r戦時共産主

義」期の経済政策は，種々の問題をはらんでいた

にせよ，社会主義建設構想の実現方策として位

置付けられるという解釈の広まりであった。

しかし他方では，ネップとの対質関係から「戦

時共産主義」の異常性を強調する見解も提出さ

れ続けた2九更に，いわゆるペレストロイカが始

まり，それが次第にソ連邦の解消へと向かう

18)レーニン，前掲「ソビエト権力の当面の任務J.r全ロ
シア中央執行委員会の会議J(1918.4.29) wL全集』
第27巻，参照。

19) CM. 11. E. EepxllH， HeKoTopbJe BonpOCbI IlCT品

pllorpaφ1111 HOBO誼 3KOHOMII可巴CKOl!nOJIIITIIKII B 

CCCp， {BonpocbIIICTOplIlI}， 1961， No.3. 
20) C M. B. 11. EIlJI，1fIK， B. 11.江巴HIlH 0 cymHocTIl 11 

nepllOAII3aUIIll COBeTcKol! 3KOHOMIIQeCKOl! 

nOJIIlTIIKII B 1917-1921 rr. 11 0 nOBopOTe K 

H3rry; {l1cToplI可eCKlle 3an1lCKII}， T. 80，1967. 

21)例えばギンペリソンは戦時共産主義」の政策には，
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につれ，それまでのソ連史に対する否定的評価

と共に「戦時共産主義」に対する否定的評価も

強まってきた。例えば，ブルダコフとカパノフ

は r戦時共産主義」とは1914-17年の経済の国

家規制の経験と世界革命を志向するユートピア

的観念が革命的雰囲気の中で“プロレタリアー

ト的現物経済"のユートピアに転化したもので

あり，それは社会経済生活の国家主義化・逆行

と国民経済への否定的な作用，そして農民経済

における中世的なものを一掃しただけであった

とし r戦時共産主義」の政策も結果も否定的に

把握している22)。

このような研究状況を踏まえ，本稿において

はまず，革命後から「戦時共産主義」期まで、は，

貨幣媒介交換→商品交換→生産物交換という経

路での社会主義的交換構想、(交換の組織化)の実

現が，諸情勢の中で様々な問題を生みつつも追

求され続けたことを示すこととする。それは，

「戦時共産主義」期の政策が社会主義化政策とし

て位置付けられていたことを示すものでもあ

る。

これまでの研究における第 2の論点は r戦時

共産主義」期とネップの関係をどう把握するの

かという点をめぐるものである。「戦時共産主

義」期においては食糧割当徴発制や商業の否定

が特徴的なのに対して， 1921年春は食糧割当徴

発制の現物税への変更や商業の一定の許容とい

う，正反対とも思える政策が採られているゆえ，

これまでは r戦時共産主義」期とネップ期の断

社会経済的再編を不当に早める要素が含まれていた

とした (CM. E. f. fIlMlleJlbCOH， {BOeHHbIll Itι 
MMYHII'3M} 1l0Jl.IITlllta， IlpaKTIIKa， lIueOJlOrllll， 

1973)。
22) C M. B. II. E yJll1aKOB， B. B. Ka6aHoB， {B08H出 世

ItOMMYHII3M) IIl1eOJlOrllll 11 o6m巴CTB8HHoe
pa3BIITII巴， {BOIlPOCbI IIcTOPIII!}， 1990， No，3. 
なお，ブルダコフとカバノフは戦時共産主義」的

政策はネップ期にも受け継がれ，新しいユートピア

が追求されたのだが r戦時共産主義」を本来的な道

としネップを社会主義発展の例外と把援するような

ボリシェヴィキの発想、が，ネップの容易な破壊をも

たらしたのだとしている。

絶が語られることが多かった2九しかし後述す

るように，一般にネップが開始されたとされる

21年春に導入された商品交換制は，交換の組織

化という，革命後一貫して採られた政策の上に

位置付けられるものであり，その崩壊が21年秋

からの貨幣の復権をもたらしたのである(その

意味では，ネップと称される経済政策は， 21年

の春にではなく秋以降に始まったと考えるべき

であろう)。

以上から， 10月革命から1921年春の時期まで

を生産物の交換に関する社会主義化政策が追求

された時期(商品交換→現物化→商品交換とい

う変化はありながらも，交換の組織化政策が通

底する)としておさえること，そしてその崩壊と

1922年からの貨幣制度改革の意味を検討するこ

と，また，それらがソビエト初期社会の性格規

定に与える意味を検討することを本稿の直接の

課題とする叫。そのことはまた，特にペレスト

23)ソ連でのこのような研究史の状況については，梶川

伸一「商品交換の崩壊・ソヴィエト社会主義の一つの

試みの歴史(そのl) J~名城大学人文紀要」第39集(第

24巻第1号)， 1988年， 76-7頁，を参照されたい。

24)日本において商品交換制を最も精力的に研究され

ているのは梶川伸一氏である。氏は，当該問題に関

して前掲二論文以外に r現物税について一一『ネツ

プ」成立の一試論 J ~史林』第62巻第4号 (1979) ，
「現物税から貨幣税へ- ~;:f、ップ』初期の農業税

一一J~史林』第63巻第2号 (1980) ， rネツプの開始と

商品交換制Jr歴史学研究』第591号(1989)，r商品交

換の崩壊・ソヴィエト社会主義の一つの試みの歴史

(その 2)Jr名城大学人文紀要』第39集(第24巻第2号)

(1989)，を発表されている。氏の議論のポイントは

次のように要約できょう。革命直後から追求された

商品交換制は「戦時共産主義」期での割当徴発などに

よって後景に退いたが(法的には存在していた)，

1921年春には現物税とともに再び商品交換制が導入

されることになった。この商品交換制は将来の貨幣

無し生産物交換への過渡的措置で、あったのだが，商

品交換制の崩壊によって商品交換→生産物交換とい

う構想を放棄せざるを得なくなり，貨幣交換へと後

退し， 21年秋からの商品ニ貨幣関係の復活によって

ネップが成立する。このように氏は商品交換制を生

産物交換への過渡とする点， 21年春にはその意味で

の商品交換制が追求されたとする点，事実上のネッ

プの開始を21年秋とする点などでは正当であるが，

「戦時共産主義」期を異常事態とすることによって，

その時期も含めて交換の組織化が革命以後一貫して
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ロイカ以降の時期において大きな論点となった

瀦晶一紫幣関係や市場関係が現実のソ連社会に

とっていかなる意味を有していたのか，そもそ

もソ連には商品一紫幣関銭が存在していたの

か，あるいはまた社会主義と言語品・笈幣・市場

の関鋭という，未解決の課題を検討する際の誌

提前理解そ与えるものともなろう O

[2]藷品交換苦手jの成立と蓄を関

(日書道品交換制の開始

ポリシェヴィキたちが1917年11月7日に政権

そ奪取した蒋に直面した援要問趨の一つは大戦

下の食糧1危機だった25)。ζれにどう対越するか

議求されたことを気議してしまっている。 また，商

品交換制の綴壌を主Iこ制度的要因によって説明して

いるために，何故， j衡品交換制の綴壊は貨幣媒プト交

換への逆戻りにヨ返ったのかが説明できていさ主い。

商品交換の溺壌と貨幣の後権の跨殺について論及

しているのは，木村雑則氏マある。氏fj:， rr貨幣』の復

基署過程J(中山弘:r主総務 Zネッブ経済の研究』御茶の

水害警房， 1980年，所i佼)において，ソビエト体制fj:l!主

主姿的な商品交換の綴織化に失敗して貨幣形態での取

引を?許容せざるを得なくなったために， 1921年の秋

以降の通貨改築の実施へと凝ったが，そこで「復興j

したr鐙幣Jは異議繁手段としては限定された属性しか

有しない，また繍儀尺度としては機能しない「貨幣h

袋幣に部卒まな諸機能の作動を制約された「貨幣jであ

るとしている。しかし本稿で夫代すように，潟品交換

制の溺綴後24年までのソビエトにおいて「復興」した

愛護さは飾倣尺度として機能し，したがってまた自

分の肉体でかまたは代理裂物によって流i塁手段として

機能する滋品jとしての芸者幣なのである。

以上のように，機11]氏にも木村氏にも，{也の研究者

にも共瀕する問題がある。 商品交換の綴壌→貨幣の

「復興J(木村氏ト f後権j(梶山氏〉という脈絡で抱控撃

している点、は正しいのだが，そこでは商品交換の滋

媛そもたらした要図は幾っか指摘されているもの

の，その諸重要留が何故に貨幣の「復興Jr復稔Jによっ

て「解決Jされるのかが関われていないことである。

特に木村氏の場合はそうであり，ぞれゆえ r後爽」

した貸料与を銀定的な機能しか有さない務在としてt立
後イすけるこどになってしまったのである(これにつ

いては後述)。

25)大戦前に比べて， 1917停には署警機き小きをの機種一樹検

が約20%減少するなど幾業生産は大きく縮小してい

たくC封. AKa且eMl!51 説aYK CCCP I1HcTlnYT 

3KOHOMl!lU! . 11 C T 0 P H耳 coul!an語CTI!司eCKoli

3KOHOMI!拭l! CCCP(以下， I1C3Cと織す). TOM 1 ， 

が新政権の中心的課題となったが，食経危機は

農産物の絶対震をの不足としてではなく，大量の

農産物があるにも持らず都市住民や工場の労働

そして寧掠まで届かないこと，ぞれによっ

て私的商人がつきまとい投機の対象にされてい

ることに療密があると認識された問。

まず探られた方策は，非常手段の行龍寺を含め

た全権>i.f:f寸与された食糧非常委員会の設置27)，

投機撲滅闘争2Bうかつぎ麗撲誠闘争開な

たが，これらは，農村から都市への護憲物の流

れを整序することを主課題にした方策，農村か

ら都市への農瀧物の移動を媒介する義人やかつ

ぎ屋の投機的行動の抑止そめざした方策にすぎ

なかった。つまり，出来の荷業行動の破壊そ伴

うような方策ではあったが，そこにはまだ，新

として農村と都市，農産物と

びつける方法をどう創り出していくのかという

課題が残されていた。そむ課題の新政権kして

の解決方法が磁品交換昔話であり，それは鍵幣の

燐絶を見通した政策であるとされていた問。

1976， C， 191-2.)。このことは都市惑をや心に食機

危機をもたらした。衛政政府や襲撃持政府は穀物の鴎

定績格化や議Uio当徴発，穀物の専売制などの溺家統鋭

策を採ったが，政府の行政能力の低さもあって，食

糧危機は解決するどころか激化するのみであった

(梶111伶ー「ロシ71存命産後の食糧政策一一商品交換

綴を中心iこ一一J r史林」第66巻第2努， 1983年，

118-120]芝， E.H.iむ-(字陶芸審議訳ゾボりシェヴィ

2巻』みすず害警房，1967年，8990ffi参照)。
26) CM. ViC3C， TOM 1， c. 194-5. 

27)江eKpen五 C間 程TC豆0茸 BnaCTH(以下瓦 CBと略

す)季 τOM1， C. 459-60. 

28)投機犯人と認定怒れたものは途捕され，商品と全財

産を没収され，雲寺余剰に処dれる(ぞ…・ヴk ・アト

ラス(金 w賢照訳) rソ迷邦貨幣流通史研究

(1917-1925年)~東主主研究所， 1943年， 48主要。なおア

トラスは商品交換制は笈幣制度と財政鋭浅草〉混乱に

よってもたらされたものとし， ~潟緩á9な主主務しか認、

ゐていなし'(50~参照))。

2き}例えば，1918年2刃16BIとは鉄道防衛会ロシア非常委

員会が殺援され，その委員会と金ソt:ニにト組織に対

し，かっさf屋を逮捕し，後らが武力で抵抗する際3こ

はその場で射殺する複線が与えられた くn.ICplI輸
試MaH，fepol!'主eCKI!麓 nepl!O耳 BeJl韮託。貰 PycCKoli 

P思BO五回立蛙葺，耳3耳. Bl'OpO号， 1告26宮 c.140)。
30)ラーリンは，術品交換は貨幣の完全な消滅に笈るま

で拡大おれるだろうとした(梶川，前掲「ネッブの開
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革命直後から食糧との交換のためにいくばく

かの商品が農村に送られていたが，国家的規模

での商品交換制が明確にされたのは， 1918年4

月2日の布告「商品交換についてJ3川こよってで

あった。

そこでは，食糧人民委員部に対し，衣類や履

き物，塩，釘などのあらゆる工業消費財を農産

物との商品交換のために取得する権限が与えら

れ，実際の商品交換は食糧人民委員部の地方機

関あるいはそれによって全権を与えられた委員

が行なうこととされた。より具体的な方法は向

日付けの「商品交換に関する指令」で規定され

た。そこでは商品交換において当事者となれる

のは，食糧人民委員部の地方機関と村などの団

体に限られ，個々の農民が当事者になることは

禁止されていた。村などの団体は，工業消費財

との交換に提供できる穀物量を食糧人民委員部

の地方機関に通告・引渡し，後者は前者に受取

穀物量とそれに対する商品受取権を明記した受

領証を交付し，前者はまず引渡穀物価値(公定価

格で算出され市場価格より著しく低い)の1/4の

工業消費財商品を受け取り，残りの部分は主に

貨幣で支払われることになっていた問。

商品交換制によって獲得した食糧を都市住民

に供給する組織として利用されたのが， 10月革

命当時には1000万人以上の組合員を有していた

消費協同組合であった。 1918年4月10日に布告

「消費協同組合組織について」聞が出され，食糧

人民委員部が最高国民経済会議との合意によっ

て消費協同組合と私的商業を監督すること(ゆ

えに，当時は消費協同組合が住民への消費財供

給の独占権を持ったわけではない)，消費協同組

合は組合員のみならず全住民に奉仕すること，

始と商品交換制J，42頁)。
31) Co6paHlle y3aKoHeHIIll pacrropil況 eHII日 pa60可e-

Kp巴CTbilHCKororrpaBIITeJIbCTBa P CφCP (以下，
CY.と略す)， 1918， No.30， c. 398. 

32)梶川，前掲「ロシア革命直後の食糧政策J，122-3頁。
33)江IIpeKTIIBbIKITCC 11 COBeTCKoro rrpaBIIT8-

JIbCTBa rro X03日llCTBeHHhlMBorrpocaM (以
下， 江氏Cと略す)， T. 1， 1957， c. 49-50. 

などが規定された。

こうして農産物は商品交換制によって農村か

ら調達され，協同組合と私的商業によって都市

住民に供給される体制が一応成立した判。

しかし，初期のこの商品交換制はうまく機能

しなかった。原因としては，戦争と革命の影響

により工業生産が著減した悶ため，商品交換用

に農村に送られる工業消費財が不足したことが

まず挙げられよう。

また，商品交換を担当する食糧人民委員部の

地方機関の活動の未組織性などの問題や，いわ

ゆるかつぎ屋が公定価格よりも高い価格で穀物

を買付けたために，穀物が商品交換に出されな

くなってきたという問題もあった。だが，最大

の問題は，この時期の商品交換制と当時の貨幣

制度の関係が極めて不整合な状態にあったとい

う点に存する。

前述したように，初期の商品交換制は穀物を

公定価格で評価し，その1/4は工業消費財と交換

し，残りは貨幣(この場合は紙幣)で支払われる

ことになっていた。このような制度が定着する

ためには，物価が安定的であること，ないしは

穀物の公定価格が物価上昇に追付く速度で引上

げられることが前提である。さもなくば穀物と

引き換えに農民が受け取る紙幣の購買力は減少

してしまうので，農民は商品交換に穀物を出す

ことを拒むのは当然だ、からである(紙幣で支払

われる部分だけではなく，工業消費財と交換さ

れる部分についても同様である)。しかし後に述

べるように，当時の貨幣制度はまさに混乱状態

34)都市住民に供給される消費財の価格については，

1918年5月に大衆消費財の公定価格を設定すること

などを目的にした公定価格委員会が設置され 9月

から翌年にかけて公定価格を導入・改訂していった

(CM. {Hapo且HoeX03illlCTBO}， 1918， No. 6ー7，c. 
31)。

35) 1913年を100とした場合の全工業の生産指数は，1916
年:109.4， 1917年:75.7，1918年:43.4，1919年:
23.1， 1920年:20.4と、「戦時共産主義」期まで減少

し続けた(アレクサンダー・ M ・バイコブ(野々村一

雄・岡稔共訳) Wソヴェート同盟の経済制度 上巻』

東洋経済新報社， 1954年， 12頁)。
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く袋〉紙幣発行と物価変動

1918年 ぬ1吉年 1920年 1921年 ぬ22年 1923年 1924年

発行 物綴 発行 物価 発行;物価 発行

;速度目 変排} 速度 変動 遼皮 変動 速度

1fj + 6.9 十 29十 6.8十 23十15.7十 27+11.1 

2fj 十 4.事 十 23十 5.8十 27十12.6i+ 23 +14.6 

3fj 十 9.5十 31十 8.4十 30十16.2同ト 25 +13.3 

4月 十12.6+ 32 + 7刷8十 23十13.8十 21十13.7

5月 + 6.5 十 22十14.1十 24+16.2 十 13+10.7 

s月 十 7.3十 25十 9.2十 27+13.6 十 23十10‘6

7月 + 6.1 十 14十11.2十 14十13.5十 11+19.6 

8fj 十 4.9+ 8 十12.3+ 8 十12.2十 2十25.0

9月 十 5.9 01+17.4 十 13十14.4十 4+29.0 

10月 十 5圃4十 14+14.8 十 47十15.8十号 十43.1

1月 +5.7 + 25 十13.1十 31 十51.9

間 1+6き 十 21十16.宮 + 35 十17.41+40 十78.1

1)当月 l伐の紙幣援に対するさ境汚の紙幣発行量(%)

2)対前月比(%)

物鏑 発行 物倒 発行 物価 発行 l械
変動 速度 変動 速度 変動 速度 変動

十 28十69.8十 89ート 31.8 十 30十98.6十199

+ 27 十63.0+112 + 23.1 + 12 十80.6十280

十 29時ト67.3+119 + 38.5 十 26

十 20+59.9 + 65 十 35省8十 39

十 45十65.0十 22+ 16.0 司ト 42 

十 30+49.7 十 14十 28.1+ 52 

- 2 +48.4 41+ 37.9 + 66 

- 5 十46.6+ 7 + 35.3 十 72

+ 7 十22.3十 23十 76.5+ 97 

+ 16 +28.7 + 58 十131‘?ート 67 

ベト 44 十35.0+ 42 十 67.8+110 

十108十34.8+ 29 十 事5.1+136 

出典:アトラス fソ連郊貨幣流滋史研究(1917-1925主ぬれ 143…ふ 211-2，259-60][より作成

にあった。種々の紙幣発行が事実上無鋸援に増

大し，物揺はそれを競える速度で上昇レていた

(く表分。また，公定額格の変更も1919年までに

幾主主か行なわれたが，穀物公定錨轄の引上げ率

は常に工業製品のそれを下部っていた問。つま

り，激しい物艦上昇下で相対的に不和な公定価

格によって穀物が評価されるという当時の嵩品

交換鱗は，農民にとって受入れ難い髄境だった

のである。

(2)商品交換の義務先

このような状況に対してソビエト政権がま

採った措置は，いわゆる食糧独裁令の発布

(1918.5.13)刊であった。この布告では，

{護人消費と播種用の貯議に必要な鮒易以外の一

切の穀物が余覇穀物であり，議長にはそ

36)水村雅烈「ソどニ乙ト・ロシアにおけるハイパ…・イン

ブレ…ション(2)J王立正大学 F経済学学報』第29巻第

3・4合併号， 1980年， 61][警参照。

37) nCB，τOM2，む.260-6. 

家機関に申告した上で富定儲格で供出する

があること，選寂した場合には穀物は投収され

ること，などが規定さ5れていた。

1918年8月5日には布告「義務的交換につい

てJ38)が出され，穀物生産諸県において，

警警闘は穀物との交換以外には農民に引護きれな

いことが規定された(貧農については露幣との

交換を認めた)0 1年畿の19年8月5日には義務釣

蕗品交換をロシア全土に拡大する布告39)が出さ

れ，義務的高品交換の全欝北と共に工業諸費棄す

と費幣との交換は貧農も含めて一明認められな

いことになった。

また，商品交換によって獲得した食轄を蔀市

住民に供給する方法については， 1918年の春ま

では諮費協同組合と私的寝業を柱にしていた

が，夏以降は食糧人民委員部が統轄することに

なり，その下で商撲の富家独占(土供給の懇織

38) llCB， TOM3， c.174-8. 
3き}瓦CB，TOM6， c.14. 
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イ化七)が進められた4州0的)

こうして，当初は農民による余剰穀物の自主

的な申告に基づいていた商品交換制は， 1918年

の夏以降，義務としての制度4九しかも次第に交

換の部面には貨幣が登場しない制度となり，都

市における物資の供給における私的商業の廃止

と相まって，国家機関による一元的交換体制が

作られていった。

(3)商品交換制の変質

1918年夏に義務的商品交換制が導入された頃

から内戦が始まり，それを背景に都市と農村，

工業品と農産物の商品交換関係は大きく変容し

た。 19年1月11日の布告叫による食糧割当徴発制

の開始がそれをもたらした。

食糧割当徴発制の最大の特徴は，徴発される

農産物量が都市と赤軍が必要とする量によって

規定されていたことである(これに対して，それ

までの商品交換制においては商品交換に出され

る農産物量は個人消費と播種用を超える「余剰」

部分であった。そこでは農民の必要量は確保さ

れることが形の上では前提とされていた)。そ

40)まず， 1918年5月27日の布告で食糧人民委員部の地方

機関を中央の食糧人民委員部が集権的に支配するよ

うになり(江CB，TOM 2， c. 306-12)， 7月22日の布

告では，食糧独裁によって専売になった食料品の買

い占めや販売，貯蔵を行なった者は10年以上の自由

剥奪，強制労働，財産没収などの刑罰が課されるこ

とになった(江CB，TOM 3， c. 78-80)011月11日に

は食糧の私的取引が一切禁止された(岡田，前掲論

文， 188頁)011月21日には布告「全ての生産物，個人

消費物資及び家政用物資の住民への供給の組織化に

ついてJ(江CB，TOM4， c. 41ーのが出され，私的商

業は全面的に廃止され，消費物資の供給は全て食糧

人民委員部によって組織されることになった(消費

協同組合の小売店は食糧人民委員部の売庖網に含ま

れて利用される)。

41)これには当然にも農民の強い抵抗が伴った。そこで

ソビエト政権は1918年6月11日に，食糧人民委員部の

指導の下，クラークから余剰穀物を没収しその代償

として工業消費財を受け取る資格をもった貧農委員

会の設置を決めた(江CB，TOM2， c. 416-8)。更に，

8月の上旬からはいわゆる食糧徴発隊が組織され

(江CB，TOM 3， c. 142-3)， 余剰穀物があるとさ

れた県に派遣されていった。

42)月CB，TOM 4， c. 292-4. 

の際，農産物は固定価格で評価され，農民に対

する工業品の供給は割当徴発量の遂行に応じて

為されることとなった。この点にではそれまで

の商品交換制の方法を受け継いでいた。

物価の上昇が依然として続いている状況の下

では(く表>)，この制度は農民にとって極めて不

利であり，現実には農産物を一方的に取られる

ことを意味した。それに対して農民は，播種面

積の削減や収穫率の引下げなどで対抗し，その

結果，割当徴発量は予定を大きく下回ってし

まった43)。

こうして，食糧割当徴発制は商品交換制の外

観をとってはいたが，内容としてはもはや交換

という言葉にはそぐわない，農村から都市への

対価なしの一方的な生産物移動となってしまっ

たのである 44)。

(4)無償化・現物化の進展

一向に改善されない都市の食糧事情の下，

1918年から19年にかげで多くの都市で食糧の割

当配給制度が導入された。当初の配給制度は有

料であったが， 19年5月に14歳以下の児童への配

給が無料になり引 20年12月には全て無料とさ

れた46)。この年の10月以降，国家の手にある生産

物の無償支給，運輸や郵便，通信，自治体の諸

サービスを無料化する一連の布告が出され

た47)012月23日には国家機関で働く者に供給さ

43) 1918-19年度には，調達予定高260，100千プードに対

して調達高107，923千プード (達成率41.5%)，
1919-20年度はそれぞれ319，415千プード， 212，507千

プード， 66.5%であった(アトラス，前掲訳書， 120-1 

頁)。

44)梶川氏は内戦期に法的には依然として存在する商

品交換制も後景に退き，穀物調達の主力は食糧割当

徴発制に移った。それ以後商品交換は食糧割当徴発

制を補完するプレミア的性格を帯びるようになるの

であるJ(前掲「ロシア革命直後の食糧政策J，132貰)

とされているが，食糧割当徴発制は，商品交換とい

う形式を維持しながらもその内容が一方的な生産物

の移動へと変質したと理解すべきであろう。

45) CY， 1919，No.20， c. 238. 

46) CY， 1920， No.93， c. 505. 

47)アトラス，前掲訳書， 75-6頁。
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れる燃料が無料になり 4ヘ21年l丹27日には国有

11:: .公有化された家屋の家鐙が無料になっ

また，この時期には露金の現物化も著しく

した問。こうして都市住民は，一面では次第に資

幣を用いないで種々の潟費財やサービスを受け

取るようになった。

諸機関関の支払や決済において貨幣の出識を

喜子定する方策も採られずと。 1918年5月2日には，

国有化された企業を食む全公共機関が所壱ずる

現金受人民銀行の口惑に預金し，全ての支払は

小切手及び嬢簿記入によって持なうことそ想定

した人民委員会議的指令叫が出された。S丹30日

には，全留有企築はそれを統轄する中央機関に

生遊物を引渡し，長室料や食料品はそこから鉄結

を受け，それに対する支払は綾簿記入の方法に

よって行なうことを接言語国民経済会議が指令し

た問。これに類採した布告などはその後も幾っ

か出され， 20年7月15自の布告「決済業務に撰し

てJ，3lにおいては，臨家機関及び企業と譲持組合

聞の決済は全て人民銀行の較簿記入によっての

み行なうとし，貨幣はもちろん，小関手や手静

による支払も禁止された。

以上のような内戦鶏に採られた諸方築ぉ結

種々の生産物・サービスの交換や移動おい

出動する場瀦が一回マは少なく

なってきた。ぞれが議議に質幣の不必饗イ七

味ずるわけではないのだ、が，後に述べる鍵幣廃

棄議・無責幣主主産物交換論の登場の大きな背景

となったのも事爽である。その検討に入る前に，

この持期までの貨幣?援護の状況を概嬢してお

く。何故ならば，商品交換f艇がソピヱト政権が

求めていたように機能しなかったことや種々の

48) CY， 1920，事0.100，c. 539. 
49) CY， 1921， No.6， c. 41. 
50)工業労働者の賃金のうち現物鐙金がお主ちる割合は，

1917年:3フ%， 1918年:23.7%， 1919年:63.4%， 
ω20年:ぉ.2%と治大したく c. r. CTPY;AH，u!H， 

IIpo(iJIeA柾，r 31W百OMl!託l! TPY且a，1951， C事 498.よ

り計算〉。

51) ~Y， 1号18，NI立35，c. 460. 

52).CY，1号19，N0.63， c. 6号1.

53)江CB.TOM 9 ，C. 235-7. 

生産物・サービスの交換や移動が無欝イヒ・現物

化していったことの大ぎな要留は，当時の紫幣

縦震にあったからである。

[3J震構制度のj昆苦しと葉幣援護策論

(1)紙幣発行の縦続と貨幣税度の溺乱

10月革命に置蕗する織に，レーニンらのポリ

シニιヴィキは銀行の国有先と紙幣発行の停止，

罷僚の被棄そ求めていたが，革命後の鐙幣制度

を如侮なるものとして組織するのかという意味

での紫幣政策は事実上脊していなかった。隻幣

を媒介としない物資の生躍や分説，交棋の際の

「記帳と統制」こそが社会主義の基礎となるとい

う認識をもっていたからであった。ぞれ

しようとした一つの方策が蕗品交換制だった。

ボリシェヴィやたちは現物的な経済を懇定しつ

つ，紫幣政策を欠いたまま革命へと向かって

いったのだが，革命に際してボリシェヴィキが

していた致築のうち，銀行の摺有化は1917

年12丹17日 以降18年12J=J2日までに実千まさ

れ町旧政野発行の問機の破棄は18年2丹10日に

宣告された。

しかし，紙幣発行の捧という段策について

は，ソピエト主主権はしばらくの額，如何なる搭

も採らなかった。というよりむしろ， ~雪舗の

より越蜜による歳入の確保が不可能にな

り，また，革命によって税制が漉乱し概説基盤

も不明械であるという状祝下においても，戦費

や高品交換への支払にあてられる紙幣の獲得む

ため，ソビエト政機は事実上無制駿に18政持の

紙幣を発脊し続けていた(蔀搭く表>)。だが，

品交書籍制を艇で無貨幣の主主産物交換への移行を

迫求していたソビエト政権の指導者たちにとっ

てそれは大きな問題ではなく，紙幣の大鐘発行

を奨励するものもいた向。

54}アーサー・アーノルド(自演篤之介訳)ソヴェト・
ロシアの銀行・信用・貨幣」慶藤幸番線， 1939年， 60-74 

fti， 議委線。
55)レーニニンは「これまでのように印刷機をf突って活動
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激しい物価上昇と商品交換制(義務的商品交

換制)が所期の成果をもたらさないという事態

に直面して，ソビエト政権が多少なりとも紙幣

発行の制限を打出したのが1918年10月26日の布

告であった。そこでは，臨時政府時代に定めら

れた無準備の紙幣発行高制限165億ルーフソレに

新しく 335億ルーブルを加え，合計500億ルーブ

ルの無準備紙幣発行を認めた56)。しかしこの発

行制限は19年5月15日の布告によって廃止され，

「国民経済の現実的紙幣需要量の限度内」で必要

な量の紙幣を発行できるようになった57)。こうし

てソビエトの紙幣は，後の貨幣制度改革の時期

まで事実上無制限に発行され続けたのである。

この時期は紙幣発行量の増大のみならず，

種々の紙幣が流通するという意味でも混乱状態

にあった。

中央のソビエト政府は， 1919年になって革命

後初めて独自の政府紙幣(f1918年国庫証票」と

f1919年ロシア社会主義連邦ソビエト共和国計

算証票J)を発行したが，旧紙幣は回収されな

かった結果，新旧の流通手段が入り交じって流

通することとなった。また，急激な物価上昇に

対応するためにより大量の紙幣が必要になった

こと，中央政府が印刷した紙幣が内戦という状

況の下でなかなか地方に届かなくなったことな

するのは，一時的措置としては正当であろう」と述べ

たし(，全ロシアソビエト財政部代表者大会での報

告J(1918.5.19) rL全集』第27巻， 394頁)，スミル

ノフは，社会主義が完全に勝利した時には貨幣なき

交換となるのだから紙幣の発行によるルーブルの減

価は遺憾ではないとした(カー，前掲訳書， 111頁)。

彼は無貨幣交換への移行という観点から貨幣(紙幣)

制度の混乱を正当化したのである。また，プレオブ

ラジェンスキーは「紙幣を印刷する印刷機は機関銃

のようなもので，それはブルジョア制度の貨幣流通

の法則をブルジョア制度の絶滅の手段に，また革命

の財源に変化させることによってフ、ルジョア制度を

背後から撃ったのであるJ(E. IIp巴06palKeHCKIlit， 

EYMalKHble且eHbrllB 3ITOXy ITpO~eTapcKoit 

且IlKTaTypbl， 1920， c. 4)とさえ評価した。ここ

では貨幣媒介交換=ブルジョア制度という観点、が明

確に示されている。

56) CY， 1918， No.90， c， 913. 

57) CY， 1919， No.16， c， 179. 

どによって， トルケスタンや北カフカーズなど

では地方政府独自の紙幣発行も行なわれた。こ

れらは中央政府が許可したものであったが，無

許可の地方紙幣発行も行なわれた。それさえも

間に合わないところで、は，協同組合などの社会

的組織が独自の交換手段を発行してしのいでい

た。これに加えて，反政府軍が占領した地域で

はその軍が独自の通貨を流通させていた。

こうして，内戦の時期にはソビエト中央政府

発行の紙幣，地方政府発行の紙幣，旧政府発行

の紙幣，占領軍発行の紙幣，占領軍の所属国の

紙幣，紙幣ではない独自の私的交換手段がソビ

エト地域で流通していたが悶，混乱状態である

がゆえにこれらの紙幣相互の関係は整理され

ず，それがまた混乱を増幅した。

(2)非貨幣等価物の登場

各種紙幣の登場，諸紙幣の継続的減価，紙幣

の不足といった貨幣制度の混乱状態は当然にも

交換の混乱をもたらした。その中から，直接に

は貨幣ではないものをある地方の範囲内で等価

物に指定していく動きが現われた。

例えば，カルーガ県では次のような生産物の

交換比率が成立していた。石鹸1ポンド=黍2ポ

ンド，灯油22ポンド=エンドウ15ポンド，外套

1着二ひき割り燕麦10.5ポンド，塩3ポンド=燕

麦30ポンド，靴1足=ひき割り燕麦30ポンド，刻

み煙草0.5ポンド=豚脂1ポンド，……。ここで

はまだ，貨幣のような，一般的交換可能性を有

している生産物は指定されていない。しかし次

の交換式問』こなると，一般的等価物が地方の範

囲内で成立している。そして，かなりの場合に

おいて「穀物の一般的等価としての地位J60
)が確

58)これらについては，アトラス，前掲訳書， 98-9頁，

アーノルド，前掲訳書， 103-6頁，木村，前掲「ソビ

エト・ロシアにおけるハイパー・インフレーション

(2) J， 40-5頁，を参照されたい(特に木村氏が詳しく

紹介している)。

59)アトラス，向上書， 1:36-7頁。

60)木村雅則「ソビエト・ロシアにおけるハイパー・イン
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立されていっ

灯油 30ポンド i

石盤 10ポンド
〉ライ麦粉1プード

麹み建議3ポンド

東紗10アルシン)

こうして，貨幣制度め議室しは，臨接には貨幣

ではないがそれに代わる一般的等鶴物を生み出

していった{いわば「一般的鑑鐙形態Jの生成)。

椙対的極髄形態にある生産物と等髄形態にある

生産物の交換比率が何によって決定されたのか

は明らかではないが，現実の交換の必要は，あ

る特定の生産物を一般的等価物として押し出し

ていったおである。

ぞれは現象としては無貨幣交換，現物交換と

しての生産物交換ではあった。たしかに価格が

付けられているわけでもないし，おそらく工業

消費財摂有者がそれをライ麦と交換して，その

後にライきをと交換で地の務費財を磯得するよう

な流通， W1-G(この場合はライきを)-W2とい

う誠還が野戒されているわ砂でもなかろう

産物と工業製品の交換が当時の主要な関連であ

り，ぞれが為されれば鴻寝は経了したであろう

から}。

それを一つの様拠にして，後2こ見るような葉

幣廃棄議が驚場したとも患われるのだが，

?と下一般的等様物」が生産物の交換関係から発生

したという事態は，貨幣を必婆とする関係の露

したわけではなかった。黛幣?させ渡の混

乱の中で，いわ;百貨幣形態Jからr_殻的価領形

と逆擦りしただけであって r強立に行な

われていて互いに依存し合っていない私的労働

の生皇室物」聞が交換される状態に留っていた当

時のソビエト社会は，なお生産物の儲値安表現

しかっ尺捜する等価物そ求めていたといえよ

う。当時の貨幣制度の混乱によって，そうした

プレーション(1)J立豆大学『経済学季報s第29巻第

1・2合併号， 1979年， 6 m。氏はこれを「穀物のヘゲ

モニ…jとしている。

61)マルクス「資本線3 第 1部 FME会室長』第23挙準 a，
57賞。

ものとしての諮紙幣は…部否定された的だが，

それは貨幣が必芸きであるという関係そのものむ

なかった。むしろ，ソピエト社会は後

』こ「一般的錨値形態Jから「貨幣静態Jへの移行そ

要求したのである。

(3)貨幣謀介交棋の展開

ここまで，革命後から「戦時共諜主義」期まで

の貨幣制度をその1混乱という観点、から克てき

た。そこではたしかに「賀幣は隣業と交換の正常

な過程を罷講ずるという機能を失ったJという

ことができた。しかし r戦時共産主義懸の財政

上の特徴は，経済から貨幣を実繋約に排除した

ことJ62
)のみにあるわけではなかった。誠穫した

紙幣ではあるが，経済の現物化の進行によって

逆に意義を高めてもいたのである。

ぞれそもたらした伺よりも大きな湾建震は，都

市住民への配給食糧が極めて不十分だ、ったこと

だが，東に，賛金の現物化により現物支給怒れ

たものを必饗な消費財と交識しなければならな

かったことも大きな要因だった(労観者は

の生活に不必要な生産援物を現物舞金として受け

取ることが多い。しかし鱗ばかりあっても生活

できないから一度販売した後に食還を購入する

ことが必療となる)。これらの結巣，都市には

どを紙幣と引き換えに販売すること

とする揮の仁自由市場J が成立し，かつぎ毘が

農産物を持込み，それきを都市の住民が慰めて高

い価格で購入するようになった63)。そこでは減

部し続けているとはいえ貨幣(紙幣)が必要で，

貨幣無しには交換できない部商が成立してい

た。

都市における貨幣謀介交換の展開は消費財に

62)ともに，カー，義者掲訳警舎 186頁。
63)ペトログラ-1"1:"1人当りの容認当食綴会購入ずる場

合， 1号18年下半期の自由市主祭儀格は悶~価格の11. 4

総， 19年上半期は19.2倍，下半期は71俄， 20年第 1

閥半期は65傍，第2四半期は83傍，第3西学期は61.

3f~弘第41!奇形期は154{'tf，と推移したく c. r. CT-

py漏話相H.YKa3. CQ'l.λ持7)。これが固定係争各紛の

下での物価上奥をもたらしたのである。
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限ったものではなかった。固有企業を始めとす

るソビエト諸機関もかなりの部分を市場での現

金購入に依存していた。例えば， 1919年1月23日

の布告「ソビエト諸機関聞の決済業務につい

て」刊では，生産物や材料に対する要求量が3日

間以内に満たされない場合には，-現金計算で個

人商人に注文する権利」をソビエト諸機関がも

つことになった。それがどの程度実行されたの

かは定かではないが，消費財に限らず，生産財

についても貨幣媒介交換が一定行なわれていた

と思われる。

このように貨幣は，その制度的混乱や各種紙

幣の並存，減価という状況の中，一部では価値

を尺度する機能を失い，流通手段としても機能

しなくはなっていたが，他の部面では交換を媒

介する手段として棲息し続けていたのである。

前者の事態は，貨幣を消滅せしめるような関係

が成立していたことを意味しない。貨幣を必要

とする関係は存続し続けながらも，貨幣制度の

混乱によって貨幣には依拠できないゆえに自然

的に成立した事態であった。貨幣が不要になっ

たのではなく，あまりに貨幣が不安定だ、ったた

めに，具体的な存在としての貨幣への依存が一

時的に断ち切られただけであったといえよう。

だが rたんに流通手段としての機能だけではな

し安定した計算単位としての機能をも，ルー

プリが果たしえなかったという事情こそが，貨

幣の破棄を，社会主義経済の発展の一条件とし

て理論的につよく求めることを刺激した」問。現

実が貨幣を求める中で，無貨幣交換こそ社会主

義の基礎であると考えていたボリシェヴィキの

一部は，現実とは反対に貨幣廃棄論を展開した。

その意味を検討しよう。

(4)貨幣廃棄論の登場

商品交換制は貨幣制度の混乱の中で所期の成

果を挙げなかったとはいえ未来の制度への過渡

64) CY， 1919， No.2， c. 22. 
65)カー，前掲訳書， 201頁。

として位置付けられていた。貨幣制度の混乱は，

一部ではあるが現物としての貨幣を直接の媒介

としない交換を生み出した。更に，企業などの

諸機関聞の取引に現物としての貨幣が出動する

ことが基本的に停止された。このような事態が，

商品交換から貨幣無しの生産物交換への移行と

いうボリシェヴィキたちの一つの社会主義構想、

と絡み合った時，貨幣廃棄論が登場してきた。

その経過を簡単に追ってみよう。

まず1918年12月に，第2回国民経済会議全ロシ

ア大会が「経済生活の社会主義的再編の発展は，

生産におげる従来の私的資本主義的関係の放

棄，経済諸要素聞の関係における貨幣の一切の

影響の最終的な排除を要求している。私的金融

機関の廃止，基本的な生産部門の国家の手への

集中，並びに分配が国家機関の管理下に中央集

権化されたことは，貨幣流通を組織的に廃止す

ることに対して十分な基礎を与えている」と宣

言した問。 19年3月に採択されたロシア共産党

(ボ)新綱領の貨幣・銀行分野の項目では，-資本

主義から共産主義への過渡期の初期において

は，共産主義的生産と生産物の分配が完全に組

織されていないゆえに，貨幣の廃止を提起する

ごとは可能ではない」が，-ロシア共産党は，非

貨幣決済の部面を拡大し，貨幣の廃止を準備す

るような一連の方策の実行に努める」聞と規定

された。 5月に開催された全ロシア財政担当者

大会では，-課税の現物化をソビエト租税政策の

基本的な目的とすることが必要で，ソビエト権

力の主要な課題の一つは，貨幣経済の廃止であ

る」との決議が採択され，新計算単位の検討へと

進むことになった問。 20年1月の第3回国民経済

66)江I-I.IOpoBCKI!Jl，江eHelKHall rrOJlI!TI!Ka COBer.目
CKO買 BJlaCTI!， 1928， c. 76. 

67) KOMMYHI!CTI!可巴CKallrrapTl!ll COBeTcKoro 
COlO3a B pe30JllOUI!llX I! perneHl!llX Cbe3耳OB，

KOHφepeHUII誼 11 rrJleHYMOB口氏(1898-1986)， 

TOM 2 (以下. KIlCCと略す)， 1983， c. 89.なお

この綱領では，計商経済が編制された後には銀行も

消滅するものとされていた。

68) [l[C3C， TOM 1， c. 395. 
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会議会ロシア大会では，貨幣単泣と計算単位の

不安定数という状況に輩み，計算の慕礎として

労{動の単位をとり経疾計算の新しい単泣を確立

することが議ましいとのテーぜそ採訳した69)06

月には，全ロシア中央執行委員会が財政人民委

員部への報告に関する決議を採択した。そこで

は「貨幣システムの露止のために，鍍幣無し決請

の確立に尽力すること」聞が求められた。

こうして政権指導部の貨幣擬棄志向が強まる

中，貨幣に代わる計算単位の検討が1920年末か

ら始まり，翌年5月には草案が作成された。そ

こでの発想は「襲幣による計算を叢譲的な労働

き換えることJであり，その単f立はト

レド(労働単位 rpYllOBa茸 ellHH目立器〉 と呼ばれ

た71)。

ここではニ種類の労働計算単位が提起され

た。その一つはストルーミリンによるものであ

り，普通の労働強度で非議する単純労懐わ 1平

日に生態される平均生産痛が労f動計算単位ど

して提案された。第こむ案はシュメリョーブに

よるもので，ノルマを100%遂行す

下位の労犠者の l平常労鵠呂を労鱒計算単位と

るものであった(複雑労簡は，各種の労織の戦

前平均賞金を比較することによって単純労働に

れる，全ての生産物の労働単位での評錨

もこの方法によるものとされた入いずれの方法

によるにせよ，新しい労鎗計算単{位は， 1922年

uヲ18までに で採用されるはずで、あっ

た72)ο

69) 7J…，諮褐訳害警， 201~。

70) nCB， TOM 9， c. 142. 

71) トレl"を提起した当事後たちにとっては，マルクス
が「資家主義社会から生まれたばかりの共産会議社
会JIこ主主いては「一つのかたちの労{動が別のかたちの
さ事しい幾の労働と交換されるのである (rゴータ綱
領批判JrME全集』第19巻， 19-20頁}といった際の
労働霊の計禁事方法の災体化がトレドであったろうこ

とは，想
72) CM. I1C 8 C，すOM1し c.395，琵詳誌湖.ア}ノ lルレド，

前掲絞警警， 115-務質，参照。なお，これらの提案が，い
ず、れも労働時間後然伎とナるものでは後いことに注

関されたい。前殺は主主産高払

だが，これは草案の段階でとどまり正式の法

令にはならなかったし，実行もされなかっ

された1921年5月には，塁走に貨幣嫌介

交換がソビエト社会を覆いつつあっ

(5)貨幣寵棄議と生産物交換論

以上のような貨幣屡棄論は単に駕幣の爵葉を

目的としたものでは決してなかった。交換

の組織化という，ポリシェヴィキが!日米か

していた一つの社会主義構想と榛接に結んで考

えられていたものであった。ここでは憩進的な

貨幣部時廃棄論者とされることが多いラーリン

とプレオプラジェンスキーを取りよV:T， そのこ

とを欝単に検討する。

ラ}リンは1920年11月7日に公表した論文?め

において，当時の貨幣制震の状況を，価値尺度

としては貨幣はもはや存在していない，流通手

段としてもかなり廃止されている，支払手段と

しては近い将来廃止されるだろう， と

しての黄幣は意味そ失っている，と把握し

幣鐸棄の現状と展望号旨示した。しかし，授は…

方的な貨幣蕗棄論者ではなかった。彼は，農産

物の欝瀧において農民と患家の関係を現物的な

関係にすることを黛幣蕗棄の条件としているの

る。つまり rラーリンのめざしているのは，

現物的な生産物交換の確立であり，

はその結果にすぎないJので、あって r彼のめざ

す共産主義の中心には，都市と藤村との現物的

生産物交換体系が据えられてf内ミた。

プレオブラジこにンスキ…もまた同様であっ

た。既に紹介したように彼の紙幣発持論はあま

りに急進的なゆえ， として罫

基礎としているのである。労働の機々の差奥が手子在
し続ける中で労働終跨の夜緩的計算が関難であると
いう問麹払後のソビエト社会での“総品一貨幣関
係の残存"をめぐる議論の大さきな論点となった。

73) 紛 ltoHOM耳qeCltall)官話3註b)，1S20. 11. 7. 

74)よ滋彰「ソビエト f戦終共産主義主a期の緩済建設構想
一一…ラーリン，プレオブラジ王ンスキー，クリツマ
ンのゑ援について一一-Iroシア史研究』第28努，1978

年， 44， 45頁G
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価されがちだが，それはけっして貨幣廃棄自体

を目的としたものではなかった。「彼にとって共

産主義建設とは w生産物量』を増大させて，や

がてそれで全社会を覆ってしまい，それが社会

主義的分配機関を通じて現物的に分配される社

会を建設すること」であり，-行き過ぎは戒める

にしても，戦時共産主義期の政策は基本的に認

め，その延長線上に，現物的な財の分配体系を

創設することを彼は展望していたのであ

るJ75)。

このように，貨幣廃棄論者にとっての貨幣の

廃棄は，それが単に「ブルジョア的制度」である

から廃棄するということではなく，社会主義の

基礎を形成するとされた交換の高田哉化という方

針に基づくものだった。それはこの時期に生じ

た事態(例えば交換の現物化)を一時的な異常な

ものとするのではなく，社会主義化が進んでい

るとみなす立場，つまりボリシェヴィキの正統

の立場であった。

だが，彼らが貨幣廃棄の条件とする生産物交

換がこの時期に成立していたわけではなかっ

た。生産物交換への過渡として位置付けられて

いた商品交換制でさえもが制度として確立する

前に変質し，交換の組織化というソビエト政権

の方向は，貨幣制度の混乱とあいまってその歩

みを停止していた。そのことは貨幣廃棄論者に

はほとんど認識されていなかったように思える

のだが， 1921年の春からは，生産物交換への移

行を射程に入れて再び商品交換制が追求される

ことになった。

[4J商品交換制の再興と崩壊

(1)商品交換制の再提起とその意義

1921年3月のロシア共産党(ボ)第10回大会は，

「割当徴発制を現物税に替えることについて」と

の決議を採択した問。

75)同上， 48， 49頁。

76)H:TI C C， c， 370ー1.

決議では農民が経営資源をより自由に管理す

ることに基づく経営の安定化，農民経営の強化，

生産性の向上，食糧・原料・飼料の国家による

直接的徴発量の削減を目的として，割当徴発を

現物税に替えるとされた。現物税(割当徴発量

よりは少ない)を完納した後に農民の手元に残

る食糧・原料・飼料の予備は全て農民の管轄下

におかれ，それらは自らの経営の改善・強化や

個人的消費の向上，工業やクスターリ工業製品，

他の農産物との交換のために用いることができ

るが，そのような交換は地方的経済取引の範囲

内で認められると規定された。

1921年3月21日には布告「食糧・原料の割当徴

発を現物税に替えることについてJ77)が出され

た。これは概ね党大会決議を踏襲したものだ、っ

たが，税完納後に残る農産物の取引(交換)は，

地方的経済取引の範囲内で「協同組合を通じて，

及び市場とバザールで」行なわれるとされた。そ

の後幾つかの布告や指令が出された後，5月24日

の布告「交換についてJ78)によって商品交換制は

法制化された。ここでは，税支払後に残る農産

物の「自由な交換と売買を認める」諸方策が規定

された。具体的には，ソビエト権力の諸機関で

生産された生産物やその管理下にある生産物

(この場合工業消費財とみなしてよい)は，農産

物との商品交換のためにロシア共和国商品交換

フォンドに繰り入れられること，更にそれは食

糧人民委員部の管理下に入り，協同組合組織を

通じて商品交換に供されることが規定された。

また他方では，農産物の自由「売買」を市民が行

なうことも許容され，売買を行なう場としては

市場やバザールの他に庖舗も認められることに

なった。ここでは，市場やバザールでの「売買」

と区別されるものとしての協同組合を通じる商

品「交換」が提起されているのである。

このように1921年春から初夏にかけて，現物

税の導入のもとで商品交換制が再び提起され実

77l月H:C，c， 225-6， 

78) TaM JKe， C， 238-9， 
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行されることになったのだが，その意義は次の

ようにおさえることがで~ょう o

1に， J立言きの違義務的商品交換舗と割当機発

制の下で犠下した農民の生還を意欲の向上方薬で

あることである。義務的商品交換制においては，

農民の讃費と機種用以外の農産物は全て余黙と

位室付けられて鴎品交換に供出することが規定

怒れていた{豪議釣には農撲の手先に残る

。割当機発告せにおいては，農民の諮

どとは議接の関連がない都市住民や寧の

必要によって徴発量が決定され(手元に賎る農

産物援は徴発撃に依存)，一方的な農産物移動が

行なわれていた。その下で農民の生産意欲は明

らかに値下して しても

たちにとっては意味がないからであるo これに

対して現物税体制の下では，既定の税を納入し

さえすれば残りの農産物は農民の喜由処分下に

おかれるため(自由主主分農産物量は生産畿に依

，生醗窓款が舟上するはずであった。

2に，縫物税による農霊安物の調遣は量的に

は朝出徴発よりも少ないため，その不足分を調

達する必要から商品交換が提認されていること

である。商品交換舗の奔諜起は，直接には農産

物を調達しソビコニト国家を維持するための手段

として行なわれたのである。

だが第 3に，高品交換制の再提起は，農業生

産の舟j二や差是諜物調達の確課のみを目的とした

政策ではなかった。それは，未確立なままに「戦

における生産物交換への早期の

もとで変繋してしまった商品交換制

貨幣無しの生産物交換への移行を醸親しなが

ら，まずは安定した制度として再確立す判ること

を自的とするものであった。レーニ

幾っか引用する。

「食糧税[現物税:以下同様一杉本]には，以前の

割当徴発鱗の一要紫があるいまた，ぞれのみが

豆しいと考えられる秩序の素，すなわち，

働者階級に廃する国家権力の食糧機関を通して

の，また，労働者と農民との協力安通しての，社

会主義的大工業の生産物と農民経営の生産物色

の交換があるj79)

「食緩税は極度の窮乏と荒廃と戦争によって余儀

なくされたところの独特の『戦時共産主義』から，

正しい社会主義的な生産物交換へ移行する

の一つである。ところがこの生産物交換はそ

身，住民のやで小農織が優勢を出品りていることか

ら生ずる種々の特殊性そ備えだ社会主義から共

産主義へ移行ずる形態の一つであるJ小農民的

な震でお分の独裁を実現しているプロレタリ

アートの正しい政策は，穀物と農民の必要とする

との交換であるf食穣税は戦時共産主

ら正しい社会主義的な生産E物交換への過渡

である j80)

「新経済政策のさま本的援粁としての商品交換が第

li立のものとしておしだされる。プロレタリアー

トと農畏との正しい興係を樹立すること，

ら社会定義への移行期における罷階級の経

済的諮盤の十分に安定した形態安創り出すこと

は， と農民際の高品交換あるいは生産物交換

なしには不可能である j81)

は・・....真に社会主義的な経済の懇礎の建設

に，工業と農業との1Eしい商品交換{より正確に

言うと生産物交換)にとりかかる」間

79) rモスクワnまとよそスクワ燃のロシア共産党(ボ)細胞

書記及び代表者の集会における食議税についての報

会ぷ1921.4.9)rL全集」第32巻， 3071要。
80) r食糧税についてパ1921.5) W L会祭主務32巻， 369， 

393頁。なお践に述べたように，多くのif-りシェグィ

キたちにとって「戦待共産主義Jfま，戦争によって余

儀なくされたものとしてではなく

の災現として捉えられていた。レ…ニンはある時点

から，ぬ21年以前の政策に対する苦手{泌を変更したの
である。これらのぷについては， r号線彩「レーニニンと
『戦時共漆主義JJ(同窓社大祭人文科学研究所『社会

科学s第9滋第2号， 1971空手入間「ネップへの移行の

窓義について一一レーニンの所論をr.jコ心に一一一」前

掲『過渡期経済の研究J 所収入浴)11銭ニ「ネップへ

の転換局面一…第10凶党大会におげる食糧税導入の
決定についてー…J(fje林』第58巻第2号， 1975主将な
どを参R認されたい。

81) rロシア共産党(ボ)第10思念留協議会新経務政策

の諮問題についての決議草案J(1921.5.27) r L会議長』
~32巻， 462芸言。この議案はほぼそのままの内容で首席
10創党全題協議会で決議「経済政策について」として

採択さ手れた(KI1CC.c. 420-2)。
82) r新しい時代，新しい形々とったおい誤り J(1921. 8. 
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以上で明らかなように1921年春に再提起され

た商品交換制は，ボリシェヴィキの社会主義構

想、の一つである交換の紙織化という観点から提

起された，貨幣無しの生産物交換への移行を射

程に入れた制度だったのである。革命直後から

追求されたその方策は r戦時共産主義」期に

おける変質を経て再び社会主義化の出発点とし

て指定され，実行されようとした。それが21年

春の事態であった。ゆえにネツプ(新経済政策

HOBaH 3KOHOMsQeCKaH nOJlsTsKa)とは，元々は

貨幣無し交換への展望に基づいた社会主義への

移行構想として始められたのである。

(2)商品交換制の実行

以上の意義を与えられたこの時期の商品交換

制は， 1921年5月24日の布告「交換について」で明

確に許容された「売買J，すなわち貨幣を媒介に

した交換との対抗関係の中で実行されたもので

あった。

再興された商品交換制は，布告「交換につい

てJ，協同組合と現物プレミアに関する布告白)，

布告「消費協同組合について」制，商品交換の際

の交換比率に関する規程8円消費協同組合中央

連合と食糧人民委員部聞の一般契約86)などから

整理すると，次の様なものであった87)

28) wL全集』第33巻， 11頁。

83) CY. 1921. No.28. c. 156. 
84)月KC.c. 230-3. 

85) C Y. 1921. NO.58. c. 278. 

86) CM. B. rr. llMI!TpeHKo. T oprOBall llOJ¥I!TI!KI! 

COBeTCKoro rOCYJlapCTBa llOCJ¥e llepeXOJla K 

H<llly(1921ー1924rr. ).1971. c. 49. I! JlP. 

87)この時期の商品交換制については，以下の邦語文献

でも紹介されているので参照されたい。梶川，前掲

「現物税についてJ，rネツプの開始と商品交換制J，

「商品交換の崩壊・ソヴイエト社会主義の一つの試み

の歴史(その 1)(その 2)J，石井規衛rwネップ』初期

研究一一「商品交換体制』の成立をめぐってJ(W史学

雑誌』第86編第12号， 1976年)，岡田進，前掲論文，

荒田洋「食糧税への移行J(門脇彰・荒田洋編，前掲「過

渡期経済の研究~，所収入木村，前掲rw貨幣」の復興過

程J(89-93頁では商品交換の実例が紹介されてい

る)，奥田央『ソヴェト経済政策史~ (東大出版会，

1979年)の第I章「新経済政策と農民的小工業J，など。

商品交換に登場する交換主体は，国家を背景

とする消費協同組合(中央連合，県連合，地区支

部など)と労働者協同組合(両者が工業消費財を

交換に出す)，そして農民(農産物を出す)であっ

たが，工業消費財を交換に出す主体としては消

費協同組合が極めて大きな地位を占めていた。

消費協同組合は，固有企業などのソビエト機関

の生産物から形成される商品交換フォンドを一

手に取り扱い，農村において農産物と交換する

権利をもっていた。消費協同組合が行なう商品

交換には，国家課題に従って行なうものと自ら

の判断で行なうものがあった。

商品交換においては基本的に貨幣そのものは

用いられず，現物形態によって，農村に設置さ

れた商品交換所で行なわれる。その際の農産物

と工業製品の交換比率は，消費組合中央連合下

に設置された中央等価委員会が設定した基準，

すなわち，農産物と工業製品の交換比率を戦前

に比して農産物を 3倍不利にする(例えば戦前

において，小麦1プードは塩6ポンドと同じ価格

で販売されていたとすると，ここでは小麦1プー

ドは塩2ポンドと交換されることになる)88)， 

農産物同士の交換はその重量比率による(例え

ば小麦と黍は重量比で 1 2)，という基準に基

本的に従うが，各地方での実際の交換比率は地

方の価格に応じて一定の範囲内で地方等価委員

会が決定する。なお工業企業に働く労働者たち

は，企業の製品から提供される交換フォンド(現

物形態)でもって，自主的に商品交換を行なうこ

とも許されていた。

以上のような内容からなる商品交換制が，貨

幣を媒介とする交換，すなわち，当初は地方的

取引範囲に限定され後にはその限定をはずされ

る商業と対抗しながら，農産物調達と貨幣無し

生産物交換への移行という任務を背負って実行

されようとした。

88)当時の工業製品の現存高が戦前価格で1億ループやル，

年間農業生産高が同じく 3億ルーフ令ルてるあることか

ら算定されたという (CM. (3KOHOMI!4eCKall 

JKI!3Hb>. 1921. 8. 31)。
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ここで注意しておかなけれ誌ならないのは，

この持期の商品交換器払交換率の策定の際に

は農産物と工業製品の価格付けを前提としてい

るという意味で，革命直後の瀦品交換制と

むいまだ黛幣無しの生産物交換ではないとい

う点である。爽際の交換部濁では貨幣は殺場し

ない，つまり購議手段として

価格安決定するという

とされていたのである

しないのだ

(3)鴎品交換制の失敗

しかし r全額約境模?の都市と農村との商品

交換を組織する試みは成功しなかったJ90
)。際品

った農産物調達が， 1921年9月2

臼現在で謀議計画の7%悪しか達成できないと

いうように;極度の不額に終ったのである問。

レーニンは21年10月に次のように，商品交換制

の失致を認めて鍍幣媒介交換への復帰

ざるを得iなかっ

89)ゆえに，梶川氏が「商品交換は貨幣然しの務物交換j

(前潟「ネツブの開始と官芸品交換罪評h 49頁)マあると
されていること，また交泌氏が「商品交換とは，きわ

めて特殊な概念であって，たんに溺畿の一元的指導

のもとに綴織的に交換されるだけではなく，貨幣の

媒介をへない形式での，すなわち現物交換を意味し

ていたJ(前掲論文， 61頁)とされていることは，実際

には貨幣そのものは後場しはしないということのみ

に護者思した綴解であると思える。ブェドートフとパ

チュ…リンも「海品交換所℃は貨幣無しで商品と商

品がきど検される。(中略)商品交換システムを事普通の

務業とふなしてはならない。それは悶霊祭的社会友義

約生建物が食糧その{惑の震度変物と直接に交換される
生産物交換なのである」としている(A.民 約 四TO詰，
n. 封建 BaτynHH， K Bonpocy 0 npo耳Ha.~ore 韮

npo且HaJlOrOBO話 nOJlIlT葺託e napTIl耳. (Bo託pOCl五

日CTOpl!1lKIlCC} ， 1967，耳0.5，c. 47)。笈幣が蛮

援には芸霊場しない点で「普通の蕗護送Jとは区別iされる

が，室電幣会前援としている点で生産物交換とち区別
されるのが高品交換なのである。

90) A.11 令官立OTOB，11. H. B乱TyJJ話封， τaM>武e，c. 47. 

91)線透計画は価格ま提訴で81似ヌ5'7000ルーブルだった
が，商品交換によって溺達された額は563万3000Jl-〆ー
ブ令ルに過ぎなかったという{木村，前掲rr室電幣」の香芝

奨過程J，93fi)。
き2)r第7@]司王スクワ葬祭党会議(Iヲ21.10.29ω31)rL会室長』

第33著書， 70-98真。

「この券には……商品交換こそ我々の任務である

といった。 1921年春以後に出された多くの決定や

記事，会ての宣伝や決定は，商品交換を改善する

という侵的に適合したもので、あった。(中略)ぞれ

は， r翠家全体にわたって，多少とも

やり し，そのようなと

高品交換によって社会主義的組織の唯一の慕礎

である大工業の後興を予想していた。ところでど

ういうこ之が起こったのか。おこったのは・.. ~..潟

品交換が崩れてしまったことである。商品交換が

とったという意味で溺れてしまった

のである。(味1絡〉商品交換はものにならなかっ

た。私的市場は我々よりも強力で，商品交換が生

まれる代わりに普通の禿貿，商業が生まれたので

ある。」

「制度として に適合しないこと

がわかったこと，現実は商品交換ではなしに貨幣

流遜，貨幣による売貿をもたらしたというのは本

当だろうか?疑う余地はないoJ

「新経済政策・…いの建前は，我々が商品交換な媒

介として夜接的に社会主義建設へ移行令きると

いうことだったcいまでは我々は……商業を媒介

とする道をとる必要があることに気付いてい

る。」

「いまではもう商品交換について謂れない。{中

襲名)いまでは既に少数の企業が商業計多事に移行し

ており，そこでは労働者に対ナる支払は自由市場

の綴絡に基づく，金受基準とする計算に移ってい

る。」

r我々は・…・売鼠の国家的税制と貨幣流通へ移行

ずる必要悪があることな認めなければならない。J

しの生産物交換への移行を展望してい

た商品交換制は，高業(貿幣媒介交換〉に織底的

に敗北し，失敗し，貨幣媒介交換へと逆腐りし

なければならなくなってしまっ

らポリシェヴィキたちが構:慢し， 品口

品交換議 r真に社会主義的な慕礎」であるとさ

れた交換の組韓往という方畿は差是壊し，ブル

ジョプ縦震とされた貨幣謀介交換に復帰せざる

を鐸なくなった。持題は，商品交換誕のこの惨
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憎たる失敗をどう理解するかにある。

これについてはこれまでも既に幾つかの指摘

があるる 93)。それらを踏まえながら，商品交換制

崩壊の原因を検討する。

崩壊の直接的な原因としては次の諸点が挙げ

られよう。まず，農産物との商品交換のために

農村に送られた商品交換フォンドに関する諸問

題である。商品交換フォンドの県消費組合連合

への最初の送付は1921年6月10日であり，それも

一つの県連合へと送られたのみだった判。その

聞に，農産物は商品交換ではなく貨幣媒介交換

へと流れるノレートが作られてしまった。送られ

た商品交換フォンドの量も極めて不十分だ、つ

93)フェドートフとパチューリンは，①商品交換に出さ

れる生産物の不足(1920年と21年の早魅と不作のた

めに穀物生産県の農民の余剰が激減したことと，工

業の復興の遅れのために商品交換に供される工業製

品が少ないことによる)，②協同組合や国家機関の担

当者が交換業務に習熟していなかったこと，③商品

交換が農民に受入れられなかったこと(農民は商品

交換に警戒心を抱き，投機的な行動ができる自由な

市場を受入れた)，に求めている(A.11.φe且OTOB，

瓦.H. BaTYJII!H， YKa3. CO可.， c. 47)。梶川氏は，

①凶作，②協同組合の欠陥(協同組合の官僚主義や非

弾力性，資金の不足，専門家の不在や準備不足，食

糧人民委員部との関係の悪化)，③商品交換フォンド

の欠陥(フォンド不足，交換率の不備ー農民に不利な

ことや固定交換率であることなど)，④商業の展開

(私的商業の展開)，に求めている(前掲「商品交換の

崩壊・ソヴィエト社会主義の一つの試みの歴史(その

1)(その 2)J)。木村雅則氏は，交換比率の非現実性，

商品交換フォンドの空間的・時間的不相応，機構的

未整備，各組J織聞の対立と活動上の不調整，交換業

務に要するコスト，組織的非弾力性，に原因を求め

ている(前掲rr貨幣」の復興過程J，94-8頁)。石井規

衛氏は，商品交換体制の人為性と不安定性に崩壊の

原因を求めた(前掲論文， 42頁)。荒田洋氏は，商品

交換フォンドの不足，農民の需要に合致しない商品

交換フォンド，硬直した交換率，などを挙げている

(前掲論文， 63-4頁)。カーは，高度に組織された機

構の欠如に主要な原因を求めている(前掲訳書， 253 
頁)。このように多くは，種々の制度的組織的問題に

商品交換制崩壊の原因を求めているのだが，こうし

た議論の最大の弱点は，指摘されている商品交換制

崩壊の諸問題が何故に貨幣の登場によって「解決」さ

れるのかが明らかにされ得ないことにある。

94) B. A. UbI6YJIbCKl!rt， TOBapoo6M巴H MeJK且Y

，OpOnOM I! nepeBH巴rt B I1epBble MeCRUbI H<ma， 

{I1CTOPI!R CCCP}， 1968， No.4， c. 37. 

た問。当該地域ではあまり需要がないものが商

品交換フォンドとして送られたり，灯油が夏に

送られるなど送付時期が的外れだったりもし

た。要するに，農民の需要と商品交換フォンド

の供給が一致していなかったのである。

農産物と工業製品の交換比率の問題も大き

い。基準とされた交換比率(戦前比で工業製品は

農産物に対して 3倍有利)が実勢と事離してお

り(農産物の市場価格はそれよりも遥かに高

かった)，農民は農産物を商品交換よりも貨幣媒

介交換に出した。また，交換比率は固定されて

いたために，農産物の市場価格が上がると当然

にも貨幣媒介交換へ流れてしまうという問題

もあった。

商品交換の方法の煩雑さも問題だった。農産

物と工業製品の交換は主に消費協同組合が設置

する商品交換所で行なわれるのだ、が，一般的な

交換方法は以下のようであった。農民は自ら，

農村からかなり離れている商品交換所が存在す

る場所へ交換に出す農産物を運ぶ。商品交換所

に行って交換で獲得したい工業製品と自分の農

産物との交換率を確認する。その後食糧調達所

(商品交換所に近いとは限らない)に農産物を引

渡して受領証を受け取る。再び商品交換所に行

き受領証と引き換えに工業製品を受け取り，遠

方の農村に帰る。これが 1日で済めばよいのだ

が，幾つかの種類の農産物を交換に持込む時は，

この手順をその度に繰り返さなければならな

い。農民が必要とする工業製品が商品交換所に

ない場合は悲惨である。重い農産物を再びもっ

て帰るか，とりあえず不必要でも他の何らかの

95)ツィブリスキーによると1921年7月1日までに送られ

た商品交換フォンドは，計画比で，糸:7%，タール:

20%，織物:83%，小間物:74%，香水:73%，衣

服:84%だったが，灯油，丁子油，ブリキ食器，工

具，梱包用縄，ロープなどの売行きのよい商品は全

く送られなかった (TaMJKe， C.37)。別の計算では，

9月20日現在で農産物調達計画8104万7000ルーブル

に対して送られた商品交換フォンドはわずかに1132
万7000ルーブル(調達計画比で13.9%)に過ぎなかっ

た(木村，前掲rr貨幣』の復興過程J，93頁)。
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工業製品と交換するかを漉択しなければならな

い。量の潤題もある。 10プードの小援を持込ん

だ場合に，交換しようとするある工業製品が小

麦11プード分だとすると，農民は1プードを遠方

まで取りに帰るか， 10プードで交換できる違う

工業製品と交換するかを選択しなければならな

い。逆に必要な工業製品が小麦9プード

れている場合には，残りのlプード

か，ぞれほど必要ではないが1プード

さ

ている他の工業製品と交換するかを選ばなけれ

ばならない。

さらに，多く指摘されているように，商品交

していた諮費協関組合の活動にお

ける様々な組織的大諭などが，商品交換制の崩

壊に影響したことは否めない。

このような，いわば鱗護的組織的諸問題が商

品交換制の失敗・崩壊をもたらした誼接の原因

であることは疑いなかろう。しかし商品交強制

は，そのような諮問摺によって岳動的に崩壊し

たのセはなく，貨幣雄介取引，商業との対設関

係の中1:'，それとの闘争に破れて崩壊したので

ある。 f議{謹尺震としても流選手設としても箆幣

が存在しない生態勢交換を恋向し，まずは流通

としての黛幣の存在をミ安定した商品交換制

は，貨幣に破れた母?あった。その意味を次に

検討する。

{心商品交換制崩壊の意味

革命後から追求'dれてきた蕗品交換制は，そ

の諮問を農産物と工業製品の交換に畿窓してぢ

た。そして，その擦の主導権は，多くの場合，

工業袈品の方にあった。つまり，都市と労{動者

を背景としていたソビエト政権がヲ農産物調達

の必要からその工業製品をもって農産物に対し

て一方的に「一つの独特な価値形態，毒事館物とい

う形態」を押しつけたのである。その限り

物は何らかの工業製品との「直接的交換可能性

の形態Jを獲得した。だがそのことと，

る持定的二仁業製品との交換を実際に望むことは

くの別開壊でるる。いわゆる商品所有者の欲

翠の間躍がそこに厳存ずる。

薦品交換制!とは臨接には愛用錨{渡同士の交換

として成立するものであるのだが，そうである

からこそ，瀧品所有者，特にこの場合には農民

の欲翠の問題が前面に潤われざるを得ない。現

実の交換遺患においては「どの欝品所持者も，自

分の欲望を満足させる綾織緬値をもっ裂の言語品

とひきかえにでなげれば自分の高品を手放そう

とはしないJ96)のである。いくら工業製品の欝

が，藤産物に議議鵠交換可能性の務惑を押しつ

けたとしても，ぞれは農産物の甥には護機に欝

鎮のない，工業製品の鱒からの一方的な行為で

しかない。事実，工業(都市〉にとって必饗な農

産物の獲得のために蕗品交換所に送られた鶴品

交換フォンドは，必ずしも機長が求めるもので

はなかった。ぞれは事態としては技術的問題で

はあるのだが，議品Aが他の部品 B~こ一方的に

等髄物という形織を押しつける限り，常に存ず

る問題でもある。遊接的交換に必強的に付髄す

る踊品所有者の欲望の不一致の問題，これが鶏

品交換制崩壊の一つの理告であった。

さらに，重接的交換でーある当時の高品交換餓

においては，議腹物語議の緊急性もあって人較

と「購関」の空賠約時間的一致が事実上靖求

されていた。農産物を交換に出したのなら，そ

の場で即座に工業製品と交換しなければならな

かった。たとえその工業製品が農民にとっては

さしあたり不必要でも，交換することが求めら

れていたので、ある。

ソビエト政権はこのような問題に対して，

1918年の夏には義務的商品交換器で対応した。

農産物との引さ換えでなければ工業製品を一切

渡さないとしたのであった。ぞれは，諾品所有

者の欲慈の不一致の問惑をカでもって「解消」さ

せたのだが，それに対して農民は当然にも穀物

の憾匿などの形で蕗抗したのだった。

…毅的等師物であり，箆って一般的交換可能

合6)マルクス了資本護者J第l童書 fME全室長』第23巻 a，115 

資。



1993.12 商品交換制の崩壊と貨幣の復権杉本 105(353) 

性を有する貨幣の登場は，この問題を「解決」す

る。農産物はそれを求める人に対して貨幣で

もって販売される。貨幣は一般的交換可能性を

有しているから，農民は(その購買力が安定して

いる限り)貨幣を受け取る。その貨幣でもって，

自分が求める工業製品を購買する。販売と購買

を空間的時間的に分離して交換を間接化させる

ような流通手段としての貨幣の機能が，直接的

交換であるところの商品交換制に必然的に付随

する商品所有者同士の欲望の不一致という問題

を「解決」するのである。

しかしまた r資本主義から生まれたばかりの

共産主義社会」においては r個々の生産者は，

彼が社会にあたえたのと正確に同じだけのもの

を……返してもらう J97)という行動が規定的で

ある。交換は等価性を前提とレたものでなけれ

ばならない。ソビエトでの商品交換制の試みに

おいては，基本的に固定価格制によって農産物

の価格が決定されると共に，それは常に工業製

品よりも不利に設定されていた。農民は常にそ

の等個性に疑いをもっていた。たとえ，偽装的

であれ，納得できる形での等価性の証明が必要

なのである。ソビエト政権は，それを一時はト

レドによって行なおうとした。しかし，遂行さ

れた種々の労働の直接的計算の方法について

は，ソ連のその後の歴史においても解決されな

かった。等価性の直接的証明は，けっして可能

とはいえないのである。

貨幣はそれをもまた「解決」する。価値尺度と

して機能することによって「解決」するのであ

る。そこでの等価性は，偽装的ではある。生産

物Aと生産物Bが同ーの価格であるからといっ

て，両者が等価である証明にはならない。だが，

それでも客観的ではある。価値尺度として機能

する貨幣の登場によって，計算単位が欠落した

中で行なわれた直接的交換につきものの交換比

率の一定の主観性から解放されるがゆえに，商

97)マルクス「ゴータ綱領批判JFME全集』第19巻， 19-20
頁。

品所有者は貨幣を受容する。もちろん，それ自

身として根拠をもたない，減価し続ける紙幣で

あるならば，農民は受け取りを拒絶するだろう。

だが，例えば金という根拠をもち，安定した貨

幣であるならば，農民は農産物の等価性を表現

するものとしてそれを受容するであろう。

こうして，直接的交換に基礎をおいていたソ

ビエトの商品交換制は，その直接的交換として

の性格ゆえに，貨幣媒介交換に席を譲らなけれ

ばならなかった。価値尺度であり流通手段とし

ても機能する貨幣の登場は，少なくとも商品交

換制がもたらした問題を「解決」したのである。

それがたとえどんな問題や矛盾を生み出したに

せよそうなのである。

そのことは，交換が交換主体の欲望の実現を

めざしてなされ，しかも等価性を要求する限り，

何らかの貨幣の登場が必要となるということ，

すなわち，交換関係における社会主義化は，そ

もそも交換が必要ではない状態においてしか想

定できないことを示すかのようである。このこ

とについては別に考えたいのだが，ともあれ，

ソビエト初期社会における交換の組織化方策と

しての商品交換制はボリシェヴィキたちの想定

とは逆に貨幣の登場をもたらしたのであった。

ソビエト政権もそれを許容せざるをえなくな

る。項を改めて考えることとする。

[5 ]貨幣の復権

(1)貨幣媒介交換の認知

1921年春の体制においては，農産物と工業製

品の商品交換と共に「地方的経済取ヨIJの範囲内

での，貨幣媒介交換(売買，商業)が許容されて

いた。商品交換制との対抗関係において勝利し

つつあった貨幣媒介交換は r戦時共産主義」期

にも発揮していたその自然成長力を取引の合法

化によって増幅させ，次第に地方的枠組みを，

そして農産物と工業製品の交換という枠組みを

越えて展開し，ついにはソビエト政権に貨幣媒

介交換を認めさせていった。そのプロセスを素
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描しておこう。

1921年3月中旬の第10回党大会での決議にお

いて，商品交換制と共に地方的経済取引の範囲

内という制限付きで貨幣媒介交換が認められた

ことは既に述べたが，この制限は，その直後の

布告「割当徴発を完了した諸県での農産物の自

由交換，販売と購買について」叫においては規定

されず，文言上は制限はなくなった。 4月22日に

はその他の県でも農産物の自由交換(売買)が認

められ附，ここに農村における農産物の貨幣媒

介交換が合法化されることになった。5月17日か

らは，特別の例外を除いて農民や家内工業者，

小商品生産者が彼らの生産物を自由に交換(売

買)することを認められた 100)。

農村での貨幣媒介交換の進展は固有企業の行

動にも影響を及ぽし， 1921年6月16日に国家機関

と私経済聞の取引の現金化，国家機関が提供す

る商品とサービス(文化的・教育的・医療的サー

ビスを除く)に対する貨幣支払が規定された山)。

貨幣媒介交換に対する商品交換制の敗北を最も

身近に認識できる立場にあった消費協同組合

は， 1921年7月の代表者会議で I一つの実験と

してでも，直接的な商品交換から売買を通じた

間接的な商品交換への移行」について議論し

た102)0 1921年7月19日には，固有企業の生産物以

外の生産物・物品の商業を営む権利が16歳以上

の市民に認められた 103)0 1921年8月11日には布

告「新経済政策実施に関してJ1叫が出され，地方

的経済取引の範囲という商業制限が正式に撤廃

され，また，可能で有利なところではという条

件を付けながらも国家や協同組合が行なう交換

の貨幣化を認めた。 9月6日には人民委員会議の

決定によって，消費協同組合中央連合は現物交

換，貨幣交換，両者の混合交換のうちの任意の

98) CY， 1921， NO.26， c. 149. 

99)梶川伸一，前掲「ネップの開始と商品交換制J，45頁。
100) CY， 1921， No.47， c. 230. 

101)アトラス，前掲訳書， 194頁。
102) I!hr6YJIbCltlllt， Ylta3. co可.， c. 37. 

103) CY， 1921， NO.57， c. 356. 

104) CY， 1921， No.59， c. 403. 

形態での交換が認められた 105)01921年10月26日

に人民委員会議は重要な決定を行なった 10九そ

こではまず，資材供給と生産物の販売に関する

国家機関と消費協同組合との関係が相対化さ

れ，前者は自由市場でも資材を調達し生産物を

販売すること，一定の基準内であれば市場価格

で販売する権利が与えられた。消費協同組合が

行なう農産物調達活動においても，固定交換比

率制が廃止された。こうして，企業やその他の

国家機関，消費協同組合といったソビエト権力

の経済組織は，市場という貨幣媒介交換の場で，

市場価格によって生産物を売買することになっ

た。最後に残った，食糧人民委員部と消費協同

組合中央連合の関係も貨幣的関係となっ

た107)。

かくして，貨幣はソビエト社会の生産物の交

換を媒介する存在としてソビエト権力によって

公認された。生産物を価格化しそれを流通させ

る手段として貨幣は復権した。生産物の貨幣媒

介交換は1921年秋以降のソビエト社会の基本的

交換形態となったのである。

(2)貨幣制度改革

こうして復権した貨幣ではあったが，貨幣と

しては極めて不安定だ、った。前掲したく表〉から

看取されるように， 1921年春に一定の落ち着き

を見せた紙幣発行は夏になると再び急増して

「戦時共産主義」期を遥かに上回る速度で進めら

れた。起債による歳入獲得もできず，税制も未

確立な状態であるにもかかわらず，商品交換制

が崩壊し流通手段(国家にとっては一方的な購

買手段である)としての貨幣が復権するという

状況下で，国家は生産物を獲得するために必要

な貨幣を印刷し続けざるをえなかった。それに

応じて，それを越えて物価は上昇した(物価が落

ち着く穀物収穫期を除いて)。

105) UbI6YJIbCltlllt， Ylta3. CO司.， c. 37-8. 

106) CY， 1921， NO.72， c. 576-7. 

107) B. II 江MlITpeHItO，Ylta3. CO司.， c. 63. 
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ソフズナークCOB3HaKと略されるソビエト紙

幣 COBeTC耳目白 3HaKの大量発行の継続は，貨幣

(紙幣)の流通手段としての復権にもかかわら

ず，否，流通手段としてのみの復権だ、ったがゆ

えにその安定性を減じさせていた。交換される

生産物同士の等価性を保証するような，価値尺

度としての復権が求められていたのである。そ

してそれは原理としては金に基づく貨幣制度に

復帰することによって果たされることになっ

た。そこで最後に， 1922年から24年にかけて実

施された貨幣制度改革を素描することによっ

て，ソビエト初期社会における「価値尺度として

機能し，したがってまた自分の肉体でかまたは

代理物によって流通手段として機能する」貨幣

の復権を検討する。

この問題についてのほとんど最初の措置は，

1921年10月12日の法令1聞による国立銀行(ゴス

パンク)の創設であった。ゴスパンクは，工業と

農業，商業の助成と貨幣取引の集中，健全な貨

幣流通の確保を目的として創設され，業務とし

ては，担保をとっての生産的信用供与，在庫商

品・鉄道運送状・送り状・船荷証券や期限6ヵ

月以内の約束手形・為替手形などに対して当座

貸越を与える(その総額は商品価値や手形の

75%を越えない)，などとされていたが，発券銀

行ではなかった (11月16日営業開始)。

次いで， 1921年12月17日に財務人民委員部は，

消費協同組合中央連合・県連合が金貨・銀貨を

農民との商品交換に際して受納することを原則

的に認めた10九

このような動向の進展の中， 1921年12月19-22

日に開催された第11回党協議会の決議「経済復

興に関連しての党の当面の課題」においては，割

当徴発制の廃止の結果としての国内市場の形成

と貨幣媒介交換の発達が情勢の基本的特徴であ

るとされ，その下での党の課題は「物質的基盤

(金)に基づく貨幣流通の再建であり，その第一

108) CY， 1921， No.72， c. 593-4. 

109)アトラス，前掲訳書， 283頁。

歩は紙幣発行の組織的計画を断固として導入す

ることである」とされた110)0 22年3月に聞かれた

第11回党大会では，現時点においては，即座に

金流通に復帰することを課題として提起するこ

とが必要なわけではないが，我々の経済・財政

政策が貨幣の金による保証の再建を断固として

めざしていることを明確に決定することが必要

である。金は確実に世界貨幣のままであり，世

界市場における金のこの意義は，工業と運輸の

基本部門の固有化に基づいて経済の一部分が計

画的手続きで運営されている国においてさえ

も，園内市場の関係において必然的に現われて

くるのであるJ111)と決議された。

こうして，紙幣発行を整序した上での金に基

づく貨幣制度の再建が決定され，それに向けた

諸方策が次々と採られてソビエト社会において

貨幣が復権することになったのである。

1922年には 2度にわたってデノミネーション

が実施され，その結果，流通する紙幣は'1923年

型ロシア社会主義連邦ソビエト共和国貨幣表

章」のみとなり，デノミ以前の旧紙幣100万ルー

ブルが新紙幣1ルーブルとされた。その後， 22年

10月11日の布告112)で、ゴスパンクに，結果的には

不換であったが金によって保証される銀行券

(チェルヴォーネツ)の発行権が付与され， 11月

から発行された。

この布告では銀行券の発行日的を，ゴスパン

クの商業業務，手形割引，貸付の交付，貴金属・

外貨・外為・有価証券購入のための流動資金強

化，国庫への貸付の交付(その際には50%以上は

110)氏IICC，c. 466.なお，このように金に基づく貨

幣制度の再建という議論に行き着くまでには，何を

もって安定的な尺度とするのかをめぐっての論争が

行なわれた。一方の意見は商品ループやル論とよばれ

るもので，戦前価格を尺度として提起した。他方は，

金ルーブル論であり，金を価値尺度とするという見

解であった。両者の論争と，商品ルーブルの導入の

若干の試みの後，金の価値尺度機能が勝利した。こ

のことについては，木村，前掲iW貨幣」の復興過程J，

100-10頁を参照されたい。

111) KIICC， c. 494. 
112) CY， 1922， NO.64， c. 827. 
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賞金属で保まされなければならない)，としてい

発行銀行券の額面は， 1， 2， 3， 10， 25，拍

手許ょ広ノレヴォーネヅ(Iチェルヴォーネヅニ旧ロシ

ア 金 賞10ルーブルニロ純金1ゾロートニク78.24

ドーリャ)であり，当離は党換されないとされた

(党換時期は到に定める:話題定められなかっ

た〉。流溜観行券議の1/4以上は黄金麗と安定外

によって，残りは換金可能な商品や短期手形

などの謹期粧券によって保証されなければなら

ないともされていた。

その後，銀符券を流還に讃議させるために

擁々な措鷺が採られ1問，チエJレヴォーネツは安

建貨幣としてソピエト社会の生産物の交換を嬢

介していくことになった114)。しかし，ソブズ

ナークとチニ£ノレヴォ…ネツとの交換比率は法定

きれず，依然たして発行され統けたソブズナー

クが一方的に誠錨し物価の上昇が継続するとい

う開題を生み出した(いわゆる鎖状価格差鍔題

も含めて)。しかしそれも1924年冬の新紙幣と

貨の発行， I設紙幣の回収など1叫によって落ち

きを兇せ，貨幣制度改革は終了してソビエトの

貨幣制捜は金に基づく貨幣制度として再建され

たのである 11670

113)この過渡については木村，前掲rr貨幣」の復興過

務j，1ト28頁が詳しい。

114)流通貨幣援におけるゾブズナ…クとチ:;r:.}レヴォー

ネツの比率は， 1923年1J'lには総務が97.0%，後者が

3.0%だったが， 1924年1J'l1.こはそれぞれ16.2%，64伊

7%となった。

115) 1924匁2月58の布告によって， 1， -3， 5金ルーブル

のr~室長義券Jが発行怒れることになった(これは政府

紙幣，額商通りの法廷支払チ段で，発行芸蓄はチ本Jレ

ヴォーネツ流遜額の1/2を超えない)(I1CaC， TOM 

2， c. 113)0 2J'l14臼には議行以降のソブズナー

クの印刷と発行が停ll:~されることになった ( CY， 

1924， N~34 ， c. 308)02月228には補助貨(銀貨及

び銅銭}の鋳造と発行が決定されたくI1C3C，TOM 

2， c. 113)0 3J'l7日Sこは安ソフズナークの図双方

法が決定8れ，慰安芸紹場で新政府紙幣と交換される
ことになった (CY， 1924，ぬ25，c. 433)。少し

渡れておJ=l29日に，関君主予算の赤字補墳のための政

府紙幣の発行が禁止され(I1C3C，TO滋ム C. 

113)，紙幣発行衝でのま議序が終了した。

116)木村氏仇貨幣制度改主義によって復権した貨幣に鍾

{産尺度機能を認めない。その擦に，当縛の社会化セ

クター内での貨幣の取り扱い方の不遜さは貨幣の一

以上のように，ソビエト政権は1921年秋に

なって，ぞれまで社会主義化の基礎を形成する

と考えていた商品交換から生産物交換へという

発牒購葱を新念し，ソビエト社会における

は蕗品交換から貨幣綴介交換へと逆戻りするこ

とになった。高品交換そのものが賞幣を生み出

してしまったのだった。その中で r戦時共窺主

畿」期においてもその後においても機能や活動

部踏を説議されながらも巌々と襲息し続けてい

た貨幣は r儲鐘尺度として機能し，したがって

また自分の肉体でかまたは弐理物によって流選

手段として機能するj紫幣として護権したので

あった。それは交換が必然的に生み出した過程

な舎である。

交換の組織往というボリシェヴィ々の構i聞は

失敗して， 1921年秋からは蕗晶一貨幣関捺の護

活を一つの構成要素とするネツプが始まること

となる。「生産者Jへの;是正舟を有していた労難者

統制運動はポリシェヴィキ指導部によっ

され，ポリシェヴィキが構想した交換の組織化

般的購買手段としての機能，いつでも何でも震いう

るという機能が制限されていることそ意味するとい

う論拠を挙げているが(前掲 rr貨幣sの復興滋程j，

143頁)，ぞれは焚幣の価償尺度機能そ否定する板拠

にはならない。長待関手段として機能するととと，金

建物を{説綴尺度することは向…の問題マはない。焚

燃が常に何でも買えなげれば倣鐙尺度機能を果たさ

ないとするならば，おそらくこれまで価値尺度とし

て機能する貨幣は存在していなかったことになろ

う。しかも，ミ祭器寺のソビエト社会は，生霊童手段につ

いては銭貨という形も含めて購買可能な状態にあっ

たし，労働力の緩用も認められていたのであるから，

ぞれ以前のソピヱトの貨幣やそれ以後の笈幣と比較

しても，一般的篤資手段として十分に機能していた

と怒われる。総じて，当時までのソビエト笈幣に関

する氏の議論は，流滋手段としての議論{紙幣論)の

みに傾いているが(前掲「ソビエト・ロシアにおげる

ハイパー・インプレーシ沼ン{その 2)j)，それでは，

rr22若手後半より， ~授は変る所で攻勢に転じた吋…-

f金による部分約な紙幣の駆逐』が開始された。か

くて滋察改革』はソビヱト4李総にとって焦履の緩

怒となるの?あるバ同上，78J![)という木村氏自身の

指摘に答えられないであろうの rj透質改革.dま，流通

手段として機能していたr紙幣J'1>:後序した上T九 金

を義付けにして傾f直尺皮機能をも有する「策幣J主主復

権する過程なのである。
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には失敗し，国有化も中断・後退する中で，つ

まりそれまで様々な主体が様々に追求してきた

社会主義化方策が頓挫する中，ネップへと転換

したのである。その意味では，ネップへの転換

は，社会主義への過渡期でも，労働者と農民ま

た工業と農業の関係の再建でも，戦後復興でも

なく，種々の社会主義化方策の頓挫によって余

儀なくされた資本制的諸関係への「後退」であっ

たと思える。だが，そのような結論を出すには

未だ不十分でトある。ネップ期の生産における諸

関係のあり様の検討を踏まえなければ当時の社

会の性格規定はなし得ないからである。次の課

題としたい。




