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解　題

　以下に掲載する資料は、2012年8月14日に開催された、北京の中央編訳局

の研究会における口頭報告原稿である。この報告の「Verkehr 再考」という表

題は、すでに資料として公表した、2013年11月に精華大学で行なった講演の

副題と重なっている。そのため今回、「中央編訳局における2012年の報告原稿」

という副題を付加することによって、両者を区別しやすくした。

　この報告原稿については、昨年の末になるまで、掲載を控えようと考えてい

た。報告時間の制約もあり、内容的に不十分なものであることは、当初から自

覚していたものだったからである。できれば抜本的な拡充をし、広義の交通

（Verkehr）に関する包括的で統一性のとれた記述として仕上げたうえで、その

全体を公表したいと考えていた。また、この報告の一部ではあるけれども、資

料としてすでに公表した精華大学における講演「交通概念の復位― Verkehr 再

考 ―」と重複している部分があることも、掲載を控えることにした要因となっ

ていた。

　けれども、「交通概念の復位」を公表したあと、その内容についての質問を受

けるようになった。なかには、文書で質問を寄せてくださった方もあった。全

体像をまだ公表していないのだから、それは当然のことであった。

　すでに公表した「交通概念の復位― Verkehr 再考 ―」において、わたしは、

初期マルクス文献の解読上の困難とともに、マルクスの記述の変遷とその解釈

をめぐるいくつかの難問ないし障害があったとして、以下のような諸問題があ

ることを指摘しておいた。

（1） 疎外 Entfremdung という言葉を若い時期ほど多用しなくなったのと同

様、交通 Verkehr という用語もあまり多く使わなくなった。

（2） 『政治経済学批判』の「序言」は、「生産諸関係の総体」といった表現を用

いているが、交通様式とか交通形態といった用語を使っていない。

（3） 『資本論』第2部第3編の再生産表式分析において、マルクスは社会的総

生産物を生産手段と消費手段とに二大分割しており、交通手段は消えてい
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るようにみえる。

（4） マルクスとエンゲルスの交通 Verkehr 理解には若干の差異があり、マル

クスの概念よりも狭い意味で交通という語を使う傾向がエンゲルスには強

かった。

（5） 『資本論』草稿の編集にさいして、エンゲルスはマルクス自身の『資本論』

全3巻構想を変形し、マルクスが構想した第2巻（第2部と第3部）を分割

して、エンゲルス版『資本論』の第2巻と第3巻として刊行した。

　これらの交通概念に対する疑問はすべて解決ずみであり、マルクスが交通概

念を放棄したという20世紀半ばの通説は成立しないのだが、わたしはまだこ

れらの疑問についての十分な考察を公表してこなかった。そのような事情も作

用して、かつての通説はいまだに生き残っており、わたしの主張に対して疑問

をもたれる方々はまだ多くいよう。

　それらの疑問のすべてに対して回答することはできないが、わたしは以下に

公表する2012年8月の報告で、すでに一定のことを述べておいた。かつてのこ

の報告原稿を公表することによって、広義の交通に関する疑問もある程度まで

解消できるのでないかと思われる。

　すでに5年以上前のものとなった原稿の掲載にさいして、少数の誤植等の訂

正は加えたが、おおむね 終報告原稿のまま掲載することにした。当時、報告

時間の制約を考慮し、その一部分を 初から省略することを前提として、原稿

を作成した。口頭発表での省略部分については、青字で印刷するかたちにして

いたが、その部分を明示する必要はとくにないので、色分けの区分などはせず

に掲載した。口頭報告はせず、 終部分にまとめて掲載していた注記部分につ

いても、読みやすくするため、関係ページの下部に記載するかたちで収録した。

　印刷すると煩雑で読みにくくなるので、（1）（2）…という項の順番は削除し

た。同様の理由から、第5節第2項の、①「石母田正の研究と平田清明の研究

の意義とそれらの業績の忘却」、②「F. ブローデル（1902-1985）、J. ハーバーマ

ス（1929-）らの研究」、③「交通 Verkehr の個別領域に関する厖大な研究業績」、

という小見出しも削除した。そのほか、若干の重複などによる削除をした部分
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もある。

　報告時には、冒頭で簡単な挨拶と自己紹介をし、以下の謝意を表明した。「本

日は、わたしの報告のために多くの皆さまにご参集いただきまして、厚く御礼

を申し上げます。この中央編訳局での研究と報告の機会を与えてくださった魏

海生先生、馮雷先生をはじめ、スタッフの皆さま方に心からの感謝の意を表

したいと思います。それではさっそく報告に入らせていただくことにいたしま

す。」

　資料としては、この挨拶と自己紹介、また謝意を述べた部分などの記載は省

略し、報告に直接関連する部分のみを掲載した。しかし、2012年夏の滞在時

には、宿舎の世話から研究室の確保に至るまで、中央編訳局の関係者の皆さま

にほんとうによくしていただいた。あらためて感謝申し上げたい。

　2012年8月18日の研究会での報告者はわたし一人であったので、比較的時

間をとって報告をすることができた。とはいえ、広義の交通問題を論じるため

に十分な時間をとることは不可能であったから、過去のノートや草稿の記述を

圧縮したり、示唆したりするにとどめざるをえなかった。引用文の翻訳に関し

ても、手直ししたい部分が含まれている。けれども、訳文も含めて、少数の誤

植などの訂正以外は、基本的に報告当時の原形のままにした。なお、参加者の

ために、別途レジュメを作成し配布したが、レジュメの掲載は割愛した。

　わたしが Verkehr の問題の本格的な究明に取り組んできたひとつの理由は、

この問題の体系的な究明なしに、わたしが「ミレニアム不況」という呼称を与

えてきた、20世紀の第4四半期から21世紀の第1四半期を中心的な期間とする

新たな持続的不況を十分に解明することはできないという認識をもっていたか

らである。本報告原稿の末尾でその問題意識についても言及したが、その問題

意識が共有されることを期待している。

　ミレニアム不況を前期と後期に分けるべきであること、また2008年秋の世

界金融危機移行から後期ミレニアム不況へと本格的に入り込んだことについ

ては、すでに何度か論じてきた。後期ミレニアム不況は、その第1局面をほぼ

終えており、第2局面への移行期もすでに 終局面を迎え、2018年第1四半期
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に第2局面へと本格的に移行し始めたように思われる。性格の差異はもちろん

あるが、2007年のサブプライム危機が顕在化し始めた時期とよく似た局面に、

すでに入っているように思われる。

　その第1局面でいったん崩壊したバブルは、さらに巨大なものとなって崩壊

の第2局面へと移行しつつある。それが中国やインドをも本格的に巻き込む世

界的な金融危機をもたらすであろうことは、ほぼ確実であろう。

　後期ミレニアム不況は、ほぼ五千年になろうとする人類の文明史において、

その巨大な転換点のひとつの象徴となるはずのものである。マルクスが遺した

知的遺産を無視したならば、この歴史的転換を理解することはできないであろ

う。わたしのなしつつある仕事は、単なるマルクス解釈ではない。けれども、

永きにわたる人類史のなかでは、それらはマルクスやエンゲルスによって礎石

が据えられた巨大な歴史的事業の一部の継続にすぎない。5年以上前のこの研

究会の報告も、今年、生誕200年を迎えるマルクスの業績に、多大なものを負っ

ていた。そのような意義を担う準備的な仕事の一部として、以下の資料をご参

照いただきたい。
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＜資　料＞

Verkehr 再考

―中央編訳局における2012年の報告原稿―

明　石　博　行

はじめに

　アダム・スミスの継承者の一人であった J.B. セー（1767-1832）は、19世紀の

初頭、政治経済学1）は「社会において富がどのように生産され、分配され、消

費されるか」を教えると説いた。ほぼ同時代のジェームズ・ミル（1773-1836）は、

分配を加えた生産・分配・交換・消費の体系からなる要綱を提示した。これら

の定義は一定の意義をまだもっているが、資本制経済の基礎を捉えるためだけ

でも、これらの経済把握が不十分なことはいうまでもない。

　たとえば、19世紀以降の歴史学・民族学・社会学などの研究成果をふまえ

るならば、これらの経済認識は市場経済の範疇に制約されすぎている。また、

これらの経済認識には廃棄の認識が欠けていた。20世紀以降の世界的な公害・

環境問題の経験をふまえるならば、資本制経済においても、生産、流通と分配、

消費、そしてこれらすべてにかかわる廃棄の繰り返し、すなわち再生産廃棄過

1） 第2次世界大戦前の日本では、一般に political economy を経済学と訳し、economics
を理財学と訳していた。しかし、戦後になって economics を経済学、modern 
economics を近代経済学とする訳が定着したため、political economy をしばしば政

治経済学と訳すようになった。political economy は経済学と訳すほうがよいのだが、

economics と区別して political economy の原語を明示するため、本稿でもやむをえ

ず「政治経済学」という訳語を用いることにする。
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程の基本を把握しなければならない。

　20世紀の歴史に世界的な影響を与えてきたマルクス、そして科学的社会主

義2）の思想・学説は、これらの限界を当初から超える内容を含んでいた。しか

し、20世紀の第4四半期以降その影響力は急速に衰退し、1989年から91年に

かけての東欧革命と旧ソ連邦の解体―わたしは「1989-91年革命」と略称して

いる―はその影響力をさらに弱めた。マルクス再評価の動きも強まってきて

はいるが、マルクスによって発見され彫琢された貴重な知的遺産の多くは打ち

捨てられている。マルクスの知的遺産は、忘却すべきものではなく、発展させ

るべきものである。これからその一部を紹介しようと思う生産様式と交通様式

の問題もそうである。

　生産 Produktion と交通 Verkehr、そして生産様式 Produktionsweise と交通様

式Verkehrsweiseも、言葉としてはマルクス以前からある。けれどもマルクスは、

消費とその様式、さらには経済的社会構成の全体が生産様式と交通様式によっ

て規定されていることを発見し、これらの語彙に新しい内容を組み込んで概念

化した。生産様式と交通様式の基礎は、マルクスによって発見され、概念化さ

れたといえるのである。さらに彼は、その発見を資本制社会の体系的分析を通

して磨き上げ、『資本論』として「資本制生産様式とそれに照応する生産諸関係

と交通諸関係」の理論を後世に残した。これらの遺産はまことに偉大なもので

ある。本日の報告では、基本的に忘れられた基礎範疇である Verkehr の概念に

焦点を絞り、一つの試論を提示してみよう。　

2） 日本では、マルクス主義、あるいはマルクス - レーニン主義という用語は、しだい

に用いられなりつつある。とくにマルクス - レーニン主義という用語は死語に近く

なっている。マルクス主義という表現はまだ用いられているが、科学的社会主義

という言葉で置き換えられる傾向が強くなっており、本稿でも基本的に科学的社

会主義という用語を用いる。
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1．生産様式と交通様式：その発見の歴史

　Verkehr という語とその訳語

　訳語といっても日本語訳についてのみのことだが、日本語には広義の

Verkehr にあたる適語がない。「交易」と訳されることが多いが、この語は交換

に近い、かなり制約された意味しか表現できない。内容的には適合的といえる

「やりとり（遣り取り）」という語は、あまりに口語的すぎる。「交通」という訳

語にも、一般に英語の traffi c にあたる狭い意味で使われることが多いので難点

がある。しかし、Verkehr には traffi c という狭い意味とともに communication 

― これも古い歴史と含蓄を有する語で「交通」と訳されこともある ― を

含む広い意味があることをふまえると、完璧とはいえないまでも、「交通」とい

う語が比較的妥当な訳語なのではないかと思われる。

　初期のマルクスとエンゲルスによるVerkehr理解：『共産党宣言』の事例から

　マルクスもエンゲルスも、その初期の時代から、広義の Verkehr, 

Verkehrsmittel, Verkehrsverhältnis という用語を使っていた。事例は数多くある

が、ここでは典型的なものとして、『共産党宣言』から有名な箇所を引用するに

とどめておこう。

　「われわれがすでにみたように、ブルジョアジーが育った基盤である生産

手段と交通手段 Die Produktions- und Verkehrsmittel は、封建社会のなかで

つくり出されたのであった。この生産手段と交通手段の発展がある段階に

達したとき Auf einer gewissen Stufe der Entwicklung dieser Produktions- und 

Verkehrsmittel、封建社会が生産と交換を行っていたその諸関係、農業およ

び工業の封建的な組織、一言でいえば封建的な所有諸関係は、そのときまで

に発展していた生産諸力にもはや照応しないようになった。それらの関係は、

生産を促進しないで、かえって妨げるようになった。それらはそのまま桎梏

に変わった。それらは爆破されなければならなかった。そして、爆破された。

……
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　現在、これと同様の運動がわれわれの目の前で進行している。ブル

ジョア的な生産諸関係と交通諸関係 Der bürgerlichen Produktions- und 

Verkehrhältnisse、ブルジョア的な所有諸関係、すなわちこのような巨大な生

産手段と交通手段を魔法のように忽然と出現させた近代のブルジョア社会

は、自分が呼び出した地下の悪霊をもはや制御できなくなった、あの魔法使

いに似ている。」3）

　

　初期におけるマルクスとエンゲルスの Verkehr 理解の差異

　初期のマルクスとエンゲルスの Verkehr 論に立ち入ることは避けるが、かな

り初期の段階からマルクスとエンゲルスのあいだには一定のずれがあった可能

性が高い。エンゲルスの場合にはVerkehrを traffi cの意味で用いる傾向が強かっ

たのに対し、マルクスは初期の段階から広義の概念的認識をもってこの語を用

いていた。

2．『政治経済学批判』「序言」の記述とプラン問題

　『批判』「序言」における Verkehr 概念の消失

　本稿の直接の論題ではないが、その背景にある問題として、『政治経済学批

判』「序言」の記述、およびマルクスの政治経済学批判プランと資本論の問題に

ついて、ここでごく簡単に説明を加えておきたい。

　まず、『批判』「序言」の記述についてだが、土台・上部構造、生産力、生産

関係、生産様式、経済的社会構成、といった基礎カテゴリーに、あらためて

留意していただきたい。というのは、生産様式と交通様式の問題はこの「序

言」の謎解きの重要な一部分をなしており、経済学ないし経済社会学の方法に

3） MEW., Bd.4, S. 467. なお、以下の記述も参照されたい。「ブルジョアジーは、あらゆ

る生産用具を急速に改善することによって、またすばらしく便利になった諸交通

Kommunikationen に頼って、あらゆる国を、もっとも未開の国までも、文明に引き

込む。」（ibid., S. 466）強くなっており、本稿でも基本的に科学的社会主義という用

語を用いる。
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関する一般的な問題領域の一部となっているからである。「序言」の記述では、

生産と生産様式に関する言及はなされているが、交通 Verkehr ないし交通様式

Verkehrsweise に関する言及はなされていない。ここには考えなければならな

い論点の一つがある。この記述の脱落が交通概念の軽視を招く一因となってき

たことは否めまい。しかし、あとで論じるように、ここで言及されていないと

いうことは、マルクスが交通 Verkehr という概念を放棄したことを意味しない。

　プラン問題に関する結論と経済学の基礎理論の構想

　プラン問題、すなわち1859年ころのマルクスの≪政治経済学批判≫プラン

と『資本論』体系との差異と関連については、『資本論』の体系構成の基本理解

ともかかわるので、図1に示した概要を再確認していただきたい。そのうえで、

プラン問題に関する結論の要点をまとめるならば、それは以下のようなもので

ある。

（1） 『資本論』は≪批判≫プランにおける「資本一般」の記述が拡大したこと

により成立した。それは当初のプランでは明確に意識されていなかった

≪理想的平均≫体系という基本性格をもつ。その体系の内部には、≪理想

的平均≫体系として扱える競争・信用・株式会社の理論、および土地所有

と賃労働の理論が含まれている。国家・外国貿易・世界市場と恐慌の理論

図1　≪政治経済学批判≫体系プランと『資本論』体系
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も部分的には含まれている。『資本論』の記述に≪理想的平均≫外の事象に

関する記述も含まれているが、それらは本来の課題に属さない断片的で付

随的な言及にとどまる。

（2） 『資本論』体系のあとには、きわめて広範な領域を含む≪理想的平均≫

外体系が残されている。『資本論』では、≪理想的平均≫で扱えない競争・

信用・株式会社の理論は基本的に除外されており、土地所有と賃労働の理

論についても多くの研究が視野の外におかれている。また、後半体系とよ

ばれる国家・外国貿易・世界市場と恐慌について、『資本論』は必要なかぎ

りにおいてしか言及をしていない。それらにかかわる理論の大部分は『資

本論』体系外に残されている。後半体系には理想的平均に含まれる領域も

あるが、そのかなりの部分は≪理想的平均≫外体系の領域に属している。

（3） 資本制社会に関する経済学ないし経済社会学の体系を構築しようとする

ならば、少なくとも、

①理想的平均における経済社会学の基礎理論

②理想的平均外の競争・信用などに関する経済社会学の理論

③資本制国家に関する理論

④資本制社会の世界体制に関する理論

の4部門を包摂できる体系が必要となる。②、そして③④の主要部分は、

基本的に理想的平均外の体系となる。

（4） 資本一般、理想的平均を基準とする整理のほかに、生産様式（生産力・

生産関係）と交通様式（関係）・消費様式（関係）の把握を基準として『資本論』

の形成史を捉える必要もある。本日の報告は、そのような基準にかかわる

ものである。
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3．2 つのマルクス -エンゲルス問題（Ⅰ）: エンゲルスによる「唯物史観」

と「広義の経済学」の規定

　従来のマルクス -エンゲルス問題研究

　マルクス - エンゲルス問題が国際的に問題視され、研究されるようになって

から、かなりの年月が経った。だが、どのような問題でマルクスとエンゲル

スが意見を異にしていたのかについての理解は研究者によってかなり異なり、

個々の問題では両者の見解は一致していたとみる解釈と異なっているとみる解

釈とがせめぎ合っている。しかも、これまでマルクス‐エンゲルス問題として

論じられてきた多くの問題領域では、両者のあいだにさほどの差異はなかった

のではないかと思われるものも多い。

　ここで取り上げるマルクス - エンゲルス問題は交通 Verkehr をめぐる2つの

問題である。これらはマルクス - エンゲルス問題として明瞭に意識されてきた

ものではないが、いずれも科学的社会主義の根幹にかかわる重要な問題といえ

る。その第1は、唯物史観および広義の経済学における Verkehr の理解と位置

づけの問題である。

第1の問題：「唯物史観」と「広義の経済学」の規定等におけるエンゲルスの

交換 Austausch 把握

　マルクスとエンゲルスのあいだには、この点で大きな差異がある。エンゲル

スは、交通 Verkehr という用語を用いてはいるが、それを用語としても概念と

しても重視しておらず、むしろ交換 Austausch（そして分配 Distribution）とい

う語にきわめて大きな意義を与えている。一方マルクスは、交換や分配を交通

Verkehr の一部の領域として扱っており、Verkehr という用語と概念を独自の重

要性をもつものとして使い続けていた。

　エンゲルスの認識は、『反デューリング論』の「唯物史観 die materialistische 

Anschauung der Geschichte」に関する、「生産が、そして生産についではその生

産物の交換 der Austausch ihrer Produkte が、あらゆる社会制度の基礎」であり、
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「あらゆる社会的変化と政治的変革との究極の原因は、……生産および交換様

式 Prduktions- und Austauschweiseの変化に求めなければならない」（強調・下

線は筆者〔以下同じ〕）という指摘4）に、よく示されている。また、同書におけ

る経済学は「もっとも広い意味では、人間社会における物質的な生活資料の生

産と交換 die Produktion und den Austaushとを支配する法則についての科学で

ある」という規定5）にも、エンゲルスの認識はよく示されている。

エンゲルスにおける生産・交換の区分での古典的分割法の残存とマルクスの

Verkehr 把握との差異

　これらの有名な記述において、エンゲルスは交換 Austausch ないし交換様式

Austaushweise という用語を用いているが、生産と交換という分割法に制約さ

れている点で、彼の記述は J.B. セーの三分割理解や J. ミルの四分割理解の影

4） 関連する前後の記述は、以下の通りである。「唯物史観はつぎの命題から出発する。

すなわち、生産が、そして生産についではその生産物の交換 der Austausch ihrer 
Produkte が、あらゆる社会制度の基礎であり、歴史上に現れるどの社会においても、

生産物の分配は、それとともにまた諸階級または諸身分への社会の区分は、何を

どのように分配するか、そして生産されたものをどのように交換するか wie das 
Produzierte ausgetauscht wird によって決まるという命題である。この見地からすれ

ば、あらゆる社会的変化と政治的変革との究極の原因は、……生産および交換様

式 Produktions- und Austauschweise の変化に求めなければならない。それは、その

時代の哲学にではなく、経済に求めなければならない。」（MEW., Bd.20, SS. 248-249）
5） 関連する記述を分割するかたちで以下に抜粋しておく。「経済学は、もっとも広い

意味では、人間社会における物質的な生活資料の生産と交換 die Produktion und den 
Austaush とを支配する法則についての科学である。」（MEW., Bd.20, S. 136）

 　「だから、経済学は本質上一つの歴史的科学である。それは歴史的な素材、すな

わちたえず変化してゆく素材を取り扱う。それはまず、生産および交換のそれぞ

れの発展段階 jeder einzelnen Entwicklugsstufe der Produktion und des Austausches の
特殊な諸法則を研究する。そして、この研究が終わってはじめて、生産および交

換一般にあてはまる für Produktion und Austausch überhaupt geltenden、少数の、まっ

たく一般的な諸法則を打ち立てることができるであろう。」（ibid., SS. 136-137）
 　「さまざまな人間社会が生産し交換し、またそれに応じてそのときどきに生産物

を分配してきた、その諸条件と諸形態についての科学としての経済学―こうい

う広義の経済学は、これからはじめてつくり出されなければならない。今日まで

にわれわれがもっている経済科学は、ほとんどもっぱら資本制生産様式の発生と

発展とに限られている。」（ibid., S. 139）
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響を色濃く残している6）。

　エンゲルスは、マルクスが生産様式と交通様式を経済的社会構成把握の基

礎にすえていたことを明確に理解し、意識的に説明することができなかった

ように思われる。しかし、狭義の交通・運輸 traffi c/transportation、伝達や通信

correspondence/communication、保管 safekeeping といったものの位置づけ、交

換が発達する以前から存在する贈与経済（貢納経済）の理解と位置づけ、さら

には信用制度や戦争をどのように理解し位置づけるかという問題になると、エ

ンゲルス的な枠組みは十分な包括性をもっていない。

　なお、ここでエンゲルスが恐慌について述べていることも、交換概念の制約

を受けているため、かなりの限界がある。エンゲルス流の恐慌理解では、20

世紀の第4四半期以降のスタグフレーションや日本が先行国となった21世紀の

先進資本制諸国における長期経済停滞（わたしはこれらを「ミレニアム転換不

況」と総称している）を、十分に説明できない。これもまたきわめて重要な論

点なので、のちに少し言及する。

6） 念のために述べておくならば、『反デューリング論』の個々の記述においては、エン

ゲルスは Vehkehr という語をたびたび用いている。なかでも、以下の記述は注目に

値する。「これらの新しい事実に迫られて、これまでの歴史全体が新しく研究しな

おされた。その結果明らかになったのは、つぎのことであった。これまでのすべ

ての歴史は階級闘争の歴史であったこと、これらのあい闘う社会階級は、いつで

も、その時代の生産および交通諸関係 der Produktion- und Verkehrsverhältnissen、一

言でいえば経済関係の産物であること、……」（MEW., Bd.20, S. 25）。しかし、この

Produktion- und Verkehrsverhältnissen という表現は『共産党宣言』の記述を再説した

ことによる表現と解されよう。

 　また、「経済学は、すべての国、すべての歴史的時代に対して同じというわ

けにはいかない。弓矢から、また石刀や例外的に行われるだけの野蛮人の交易

Tauschverkehr から、千馬力の蒸気機関に至るまでには、また力織機や鉄道やイン

グランド銀行に至るまでには、途方もないへだたりがある」（MEW., Bd.20, S. 136）
という記述も留意しておくべきものである。しかし、Verkehr ではなくあえて

Tauschverkehr と記しているこの記述にも、エンゲルスの交換へのこだわりを看取

できよう。
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　エンゲルスの把握とマルクスの Verkehr 把握との差異

　マルクスの Verkehr と Austausch という用語の使い方は、エンゲルス流のそ

れとは根本的に違っている。マルクス的な用語法からいえば、唯物史観や広義

の経済学の説明では Austausch ではなく Verkehr を用いるべきである。マルク

スのように交通 Verkehr を広義に捉えるならば、輸送ないし運輸そして通信や

保管、贈与（貢納）、交換と流通、信用、戦争といったものをすべて広義の交

通 Verkehr という概念で包摂し、その内部の諸要素として位置づけることがで

きる。マルクスの広義の交通 Verkehr 概念はそのような方向を志向していた。

　従来のマルクスとエンゲルスとの関係理解に関する若干のコメント

　エンゲルスは意識的に交換 Austausch とか交換様式 Austaushweise という用

語を用いており、その記述をマルクスが訂正しなかったということは事実であ

る。このことが後世のマルクス主義のマルクス解釈における、マルクスやエン

ゲルスの初期の Verkehr 概念は晩年には放棄され消失していったという理解に

一つの根拠となってきた。

　しかし、マルクスはエンゲルスを自立した思想家として認め、尊重していた

のであって、マルクスは自己の著述・著作ではない『反デューリング論』など

におけるエンゲルスの表現に事細かく介入することは意識的に避けていたのだ

と思われる7）。『反デューリング論』の個々の用語や表現の仕方をすべてマルク

スが承認していたという後世の解釈は、事実認識として正しくあるまい。

7） マルクスがエンゲルスの解説にときおり異議を差し挟んだこともあったようであ

る。口頭での発言は記録に残ってはいないし、マルクスが書いた手紙で残ってい

ないものもあるので、この点に関する十分な検証はできない。しかし、エンゲル

スのマルクス宛ての手紙にはいくつかのやり取りがあったことを示唆する記述が

残されている。
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4．2 つのマルクス -エンゲルス問題（Ⅱ）：『資本論』体系の基本理解

　マルクス自身の『資本論』構想における基本構成と基本課題の規定

　ここで取り上げる第2のマルクス - エンゲルス問題は、『資本論』の基本的

な体系理解にかかわる Verkehr 問題である。図1で示したように、マルクス

は3つの巻からなる『資本論』を構想していた。初版序文の記述によれば、彼

の構想は「本書の第2巻は資本の流通過程（第2部）と総過程の諸形態（第3

部）とを den Zirklationsprozeβ des kapitals （BuchⅡ） und die Gestaltungen des

Gesamtprozessen  （BuchⅢ）、 後の第3巻（第4部）は理論の歴史を取り扱うこ

とになろう」8）というものであった。

　また、『資本論』の課題をマルクスは、「この著作でわたしが研究しなければ

ならないのは、資本制生産様式であり、これに照応する生産諸関係と交通諸

関係 die kapitalistische Produkitionsweise und die ihr entsprechenden Produktions- 

und Verkehrsverhältnisseである」9）、と規定していた。

　従来の『資本論』の基本構成と基本課題の理解における問題点

　これらのきわめて有名な記述の意味内容については、従来の研究よりも深く

考える必要がある。従来の理解の不十分さは日本語訳にも反映されている。こ

れまでの翻訳や研究は Verkehrsverhältnisse を「交易関係」と訳すことによって

その意義をあいまいにした（交易は交換に近い言葉で、traffi c や communication

の含意を表現できない）。しかし、その広義の意味内容を把握してこれを「交

通関係」と訳し直すならば、この記述はまさに（第1巻のみにとどまらない）『資

本論』全体の基本体系を要約した結論であったことがわかる。

　『資本論』第1巻（第1部）では、主としてその第1編（第1章から第3章）と第

2編（第4章）において交換・流通での交通諸関係をも分析しているが、その主

軸は資本制生産様式に照応する生産諸関係の解明にあった。第2巻（第2部と

8） MEW., Bd.23, S. 17.
9） ibid., S. 12.
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第3部）では、資本制の主要な交通諸関係 Verkehrsverhältnisse の究明に主軸が

あり、そこではまさに、資本制生産様式に照応する交通諸関係の解明が試みら

れていたのである。

　エンゲルス版『資本論』の編集上の問題点

　『資本論』草稿を編集する際、エンゲルスはマルクスの第2巻（第2部と第3部）

を第2巻と第3巻に分割した。そのため、マルクスの『資本論』第2巻の統一的

性格は理解しにくくなった。結果的に、第2部で扱われている、狭義の交通・

運輸、通信、保管などを基礎とする資本の循環と回転そして総資本の再生産、

また第3部で扱われている、剰余価値の利潤への転化、利潤（率）の平均利潤（率）

への転化、商業資本、利子生み資本と信用制度、地代、資本制の分配と階級といっ

た諸研究の総体が資本制生産様式に照応する交通諸関係 Verkehrsverhältnisse を

解明する試みであったという、その本質的性格は見失われてしまったのである。

　エンゲルスの『資本論』草稿の編集は、19世紀末の状況ではエンゲルスのみ

がなしえた偉大な仕事であった。しかし、彼の『資本論』3巻構成は、マルクス

の『資本論』第2部・第3部がもっていた統一的性格を分断し、破壊した。それ

によって彼は、経済関係としての交通諸関係 Verkehrsverhältnisse の理解、そ

して広義の交通と交通様式がもつ経済的基礎としての意義と内容を見失わせる

大きな障害を同時に生み出してしまったのである。

5. 20 世紀マルクス主義の通説的見解と若干の例外的な見解

　日本、そして世界的な通説的見解

　エンゲルス版『資本論』は今日でも『資本論』の決定版となっており、『資本論』

は3巻3部構成の書物として流布され続けている。これまでの研究では、これ

ら2つのマルクス - エンゲルス問題は重要な問題として認識されておらず、意

識的には研究されなかったように思う。『反デューリング論』（また『空想から

科学へ』）におけるエンゲルスの唯物史観や広義の経済学の規定についても、
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マルクスもおおむね同様の見解をもっていたと解し、追認してきたのがこれま

でのマルクス研究の基本状況であった。

　すべての文献に通じているわけではないが、日本の研究についてはこのよう

に断言してかまわないであろう。おそらく、中国も含めて、国際的にもおそら

くそうであろう。中国の研究がどうであるのか、ぜひあとでお教えいただきたい。

　日本における例外的見解とその他の顧みるべき諸研究

　20世紀のマルクス主義においては、Verkehr は基本的に忘れられ、打ち捨て

られた用語であり概念となっていた。

　だが、日本には少なくとも2つの例外があった。その一つは、戦後マルクス

主義古代史の中心的研究者であった石母田正（1912-1986）の研究である。ただ

し、わたしはその研究成果については紹介以上の論評を目にしたことがない。

　いま一つは、戦後の市民社会派の代表者のひとりであった平田清明（1922-

1995）の研究である。もっと注目され検討されるべきであったこの研究成果は、

しかし、戦後の新しい正統派マルクス主義の代表者のひとりであった見田石介

（1906-1975）らの批判を受け、マルクスやエンゲルスは初期の交通 Verkehr 概

念を放棄し使わなくなっていったという通説が再構築されて、そのまま忘却さ

れてしまった。

　20世紀の Verkehr 領域の研究としては、生産と生産様式をあまり重視するこ

となく交通領域の研究に集中していった F. ブローデル（1902-1985）や J. ハー

バーマス（1929-）の諸研究のなかに、価値のあるものが含まれている。また、K. 

ポランニー（1891-1976）らの贈与や互酬に関する研究のなかにも、参考になる

多くの指摘が含まれている。これらはある意味で、マルクスの Verkehr 研究の

補足としての意義をもつものである。

　ただし、ここで少しだけ補足しておくと、これらの研究には生産様式の意義

や内容に関する深い考察が欠けているように思われる。まったく無視している

とまではいえないし、彼らの研究成果の一部にしか接していないわたしの理解

の不十分さにもよるのかもしれないが、彼らの研究の不十分さについては意識
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しておく必要があると考えている。

　広義の交通 Verkehr は、輸送・通信・保管などのほか、贈与・貢納、交換・

流通、貨幣、商業、信用、さらには戦争などのきわめて広範な活動や制度を含

む。したがって、個々の分野の研究においてはきわめて多様かつ多数の文献が

ある。それらの文献のすべてを検討することは不可能だし、総合的な著作を仕

上げることはきわめて困難な仕事ではあるけれども、そのための努力はマルク

スの研究の継続としてなすべき大きな課題であろう。

5．一つの交通 Verkehr 理解

　一つの試み： 7つの領域分類による整理

　講義の内容に少し手を加えた程度のもので、十分にまとまったものではない

けれども、今後の検討のための一つの Verkehr 理解をここで提示してみよう。

わたしはいま、経済領域における広義の交通 verkehr について、記録・会計・

数学的処理等の共通の必要条件をふまえたうえで、おおむね以下の7つの領域

に分類して交通 verkehr の領域を整理し、超歴史的な一般規定と特殊歴史的な

規定との区別と関連を明確にしようと考えている。

　とはいえ、じっさいに具体的な記述をしようと試みると、この7つの領域で

整理するとわかりにくい中間的なものが出てくる。たとえば、銀行、株式会社、

証券会社のような問題を「信用（信託）制度」として一括して扱うべきどうかと

いうような問題は、もっと考える必要があろう。領域をあまり細分化すべきで

はないが、10の領域といったかたちで整理するほうがわかりやすいのかもし

れない。

（1） 基礎的交通：①輸送・運輸、②通信（情報交流）、③保管（保存）　

（2） 直接的生産物配分：①共同体的な直接的分配、②贈与と貢納、③互酬

（3） 流通と商業：①資本の流通、②資本の部門間移動、③商業（貨幣取扱業・

為替取引業等を含む）と商業利潤、〔商品と商品流通、貨幣、労働力の売買

と市場の一般化といった交換・流通の問題は資本制生産様式の先行条件と
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して記述〕

（4） 信用（・信託）制度：①預入（現物預託、預金など）、②貸付（現物貸付・

貨幣貸付と利子など）、③金融仲介（債券・証券の発行、デリバティブなど）

と信託制度（銀行などの間接金融制度、株式会社と証券会社などの問題も

ここで扱うことができよう）

（5） 環境の所有と保全：①自然環境（土地）の所有と環境レント（地代）、②

建造環境・歴史的環境と社会的環境レント、③自然的自然と社会的自然の

脅威への協働的対処

（6） 戦争：①闘争、②略奪（強奪）、③破壊

（7） 収入（所得）と階級・階層そして市民：①生産様式と交通様式の帰結と

しての収入（所得）、②階級と階層、③資本制市民社会から社会的個人の

協働による市民社会へ

　ささやかな努力の継続

　これらの諸項目を具体的に記述するならば、すぐに大著となってしまうであ

ろう。わたしはそのための準備的作業をなしえているだけだが、多くの方々の

協力を得て、いつの日か具体的な成果を世に問いたいと考えている。

6. Verkehr 理解の今日的意義

　21世紀の現実理解の前提となる交通 Verkehr 把握

　交通 Verkehr、交通諸様式 Verkehrsweise、交通諸関係 Verkehrsverhältnisse を

包括的に捉えることは、21世紀の現実を理解するための不可欠の前提である。

交通手段の発達を概観するだけでもそれは理解できよう。いかなる時代でも経

済的意味での交通は運輸（輸送）、通信、保管といった経済活動を必要とした

のであり、社会的総生産物の一部は移動・運輸手段、通信手段、保管手段など

のさまざまな交通諸手段を含んでいなければならなかった。19世紀に交通手

段はかなりの発達を遂げ始めてはいたが、交通諸手段の機能とその利用の規模・
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範囲が飛躍的に拡大したのは20世紀に入ってからのことである。21世紀の今

日では、マルクスの時代とは比較にならないほど複雑で巨大な交通手段体系の

存在が、日常生活の不可欠の前提となっている10）。

20世紀から21世紀にかけてのミレニアム転換期における不況と米国の覇権

の理解

　恐慌と不況の問題も、この交通諸手段と交通諸様式の発展と変容を捉えない

かぎり理解できない。たとえば、空洞化によって生産基盤を弱体化させてきた

米国が世界的な覇権を失っていないのは、米ドルが国際通貨としてまだ機能し

ているからであり、それを圧倒的な軍事力・英語を基盤とする情報の集中管理

能力・金融分野の支配力といった領域におけるパワーで支え続けているからで

ある。

　これらのパワーのもと、日本や中国などのアジアの国々は、米国の国債や株

10） マルクスの時代である19世紀には、蒸気船が大型化して巨大なドックが建設され

てもいたし、鉄道が敷かれ始めてもいた。しかし、自動車とディーゼルエンジン

は実用化の域に達しておらず、まだ馬車が広範に使われていた時代であり、航空

機やロケットなどは夢の存在であった。しかし20世紀には、舗装道路や鉄道の線

路はもちろんのこと、高架・トンネル・地下道・橋梁などのさまざまな巨大イン

フラ施設が移動と運輸の不可欠の条件となった。電線・変電施設などの電気の送

配電のための諸施設、水道や下水施設、電波通信網や光ケーブル網などの通信ネッ

トワークなども交通手段としての性格をもつ重要なインフラ施設となった。船舶

の巨大化と高速化も20世紀の歴史に属する。電信は19世紀に始まりはしたが、ラ

ジオやテレビ、電話や電子メールが登場したのも20世紀、冷凍保存施設や電子デー

タ化によって厖大な量の生産物や情報を蓄蔵し保管できるようになったのも20世

紀のことである。コンピューターの発達と結びついた情報通信手段の飛躍的発展

（第3次産業革命の一要素）は、20世紀の末に情報社会とか知識社会といえる社会

を本格的に出現させるに至った。

　このような社会の特徴づけは、情報通信手段の生産に基礎をもつとはいえ、交

通 Vehrkehr の領域の変化が巨大な社会変化をもたらしたことによる。市場的交通

における不可欠の手段であり社会インフラである貨幣・信用制度も、電子マネー

や電子決済を不可欠の条件とするようになった。巨大なバブルを生み出している

今日の金融制度も、世界的な交通通信網の整備を前提としている。戦争を遂行す

るための手段である兵器も、19世紀以前と核兵器が生まれた20世紀以降とでは比

較にならないほどの差異がある。
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式を買い続けて米国経済を支えなければならなくなっている。日本が米国債を

売り払ってしまえば米国のパワーが急速に低下することは明らかだが、日本に

はそれができない。3・11のような大災害後でも日本は米国債を売ることがで

きなかった。米国債に投じられた日本の資金は、通常の市場取引では説明しえ

ない、事実上の貢納金となっている。

　現在の米国が保持しているパワーは、経済力を欠いた単なる政治力ではない。

それは交通 Vehrkehr という経済領域のパワーにその源泉がある。米国は交通

Vehrkehr の領域における決定的な経済力を保持し続けているがゆえに、国際的

な政治力を保持し続けているのである。　

おわりに

　けれども、交通 Vehrkehr は生産による制約を受けざるをえない。20世紀の

第4四半期以降の発展した資本制諸国を中心とする世界体制のもとでは、金

融部門の肥大化とバブルの極端な拡大というかたちで生産と交通の不均衡が

生じている。生産と生産様式の問題は、依然として交通 Vehrkehr・交通様式

Vehrkehrsweise・交通関係 Vehrkehrverhältnisse の基礎となっている。だが、こ

れらのことについては別の機会に論じることにする。




