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解　題

　以下の資料は、2012年8月28日に開催された、北京の中央編訳局の研究会

における報告原稿を再録したものである。この報告は、本号に同時に掲載する、

8月12日に開催された研究会報告の資料「Verkehr 再考―中央編訳局における

2012年の報告原稿―」と一体のものであり、基礎理論の体系としては、交通理

論に先行して展開すべきものであった。けれども、広義の交通認識が20世紀

の一時期に失われたといってもよい状況があるため、中央編訳局の研究会にお

いては、交通問題を先行させるかたちで報告した。

　この報告内容のかなりの部分は、毎年の経済原論の講義で学生たちに教え続

けてきた内容を圧縮するかたちで再録したものである。パワーポイントの資料

を使って報告をしたが、そのときに利用した図も、講義プリントで長年使用し

てきたものを使った。解説で使用した図には、報告原稿に入れていなかった図

を加えていた。それらの図は古い形式のもので現在使用しているものとは異

なっているが、資料としての収録にさいして、それらの図の一部も本資料に組

み入れた（図1については若干の補正を加えた）。

　中央編訳局の図書室を利用して報告を準備したが、そのとき利用できなかっ

た資料があり、参考文献の指示などで注には不十分なものがあった。そのため、

スターリンからの引用文献に関する注1）を付加した。本号に掲載した「ネパー

ルと日本（2）」の注との重なりもあるが、その部分の修正は加えなかった。なお、

項の（1）（2）…という番号は、削除した。

　広義の交通と生産様式の理解に対して、この報告資料の公表もなにがしかの

役には立つであろう。本来ならば、このようなかたちでこの資料を公表したく

はなかった。すでに報告として発表したものではあるけれども、誤解が生じな

いともかぎらないことを危惧している。時間の制約から、きわめて不十分な内

容のものとなっていることに留意したうえで、ご一読いただければ幸いである。
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＜資　料＞

生産様式理論の再構築のために

―生産様式の超歴史的把握と資本制生産様式の

把握に関する要約的解説―

明　石　博　行

はじめに

　さきに報告をした交通 Verkehr 問題に続き、生産様式に関する要約的な報告

をする。この領域の重要性と研究蓄積の厚さからいって、1回の報告でできる

ことはわずかしかないが、時間的制約のなかでできるかぎりのことをしてみよ

う。以下、1. 生産様式の超歴史的把握、2. 生産様式の基本三類型、3. 資本制生

産様式の基本三類型、4. 全面市場型生産様式とそこから生じる経済社会問題に

関する若干の示唆、に分け、それぞれの範囲内で論じうる若干の要点を説明す

る。

1．生産様式の超歴史的把握

　『資本論』第2部におけるマルクスの生産様式規定

　生産様式の超歴史的な一般的規定といえるものについて、マルクスは第2部

第6草稿において、こう説明している。「生産の社会的形態がどうであろうと、

労働者と生産手段とはつねに生産の要因である。しかし、一方も他方も、互

いに分離された状態では、ただ可能性からみて nur der Möglichkeit nach 生産の



（   ）151 151生産様式理論の再構築のために

要因であるにすぎない。およそ生産が行われるためには、それらが結合されな

ければならない。この結合がなし遂げられる特殊な仕方によって Die besondre 

Art und Weise, worin diese Verbindung bewerkstelligt wird、社会構造のさまざまな

経済的諸時代が区別される。」（K II, MEW. Bd. 25, S. 42）

　直接に生産様式 Produktionsweise という言葉を使っているのではないが、こ

の一文は内容的に生産様式に関する一般的規定を与えた記述としてよく知られ

ており、重視されてもきた。従来の理解は妥当なものであろう。この記述から

マルクスが以下のような生産様式に関する基本認識をもっていたことがわか

る。

　第1は、生産様式は労働者と生産手段との「結合がなし遂げられる特殊な仕

方」、つまり生産過程ないし生産活動の運動様式なのだということである。

　第2は、「可能性」としての生産要因である労働者と生産手段は生産様式の前

提条件ないし準備段階にとどまり、両者が≪現実に≫結合する「特殊な仕方」

が生産様式なのだということである。

　第3は、この生産様式の特殊性によって「社会構造のさまざまな経済的諸時

代が区別される」のであり、経済的な、そして上部構造を含む経済的社会構成

の時代区分の基礎は生産様式の区別にあるということである。

　従来の生産様式規定とその問題点

　これら3つの要点のうち、第3の点は多くのマルクス主義者が認識し、ある

意味で常識化していることである。しかし、第1と第2の認識は、第3の認識

の前提となるものであるにもかかわらず、マルクス主義者あるいは科学的社会

主義の支持者のなかで、必ずしも十分に理解され、意識されているとはいえな

い。だが、第1と第2の認識なしには、第3の認識は空虚な言葉だけのものとなっ

てしまうであろう。

　「弁証法的唯物論と史的唯物論」（1938年）におけるスターリンの生産様式規

定は、20世紀マルクス主義の不明確な認識をもたらす重要な契機となったと

いえる。スターリンは、「生産や生産様式は、社会の生産力をも、人間の生産
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関係をも網羅するものであり、そのため、物質的財貨の生産過程における両者

の統一を具現している」、と規定した1）。スターリンの規定はこの誤っている

とはいえない。合理的に解釈するならばこれは正しい生産様式規定となりうる

が、しかし、このスターリンの規定そのものは十分に明快であるとはいいがた

い。

　第1に、スターリンは、労働者と生産手段との結合の様式というマルクスの

規定に代えて、生産力と生産関係の統一という表現を導入したが、労働者と生

産手段との結合の様式と生産力と生産関係の統一ということがどのように関連

しているのかを説明しなかった。生産活動における労働者と生産手段との結合

の様式の認識を生産様式認識の基本にすえなければ、両者の結合の様式によっ

て協業と分業（とくに社会的分業〔労働の社会的な分割と結合〕）のあり方が変

わり、その様式の変化とともに生産関係が変化するので経済的諸時代を区分で

きるのだ、ということを明確には認識できない。スターリンの規定は、この生

産様式認識の基本点を不明確にした。

　第2に、スターリンは、「生産過程」における「統一」と規定しているので、

生産様式が生産活動の様式だということを言葉のうえでは認めているが、活動

ないし運動を説明するために不可欠な可能態（可能性）と現実態（現実性）の区

別を明確にして説明しなかった。マルクスがさきに引用した箇所で「可能性」

という言葉を使っているのは偶然ではない。アリストテレスによって明確に導

入され、ヘーゲルによっても基本認識として再確認されている可能態（可能性）

と現実態（現実性）との区別なしには、運動を把握し表現することはできない。

ところがスターリンは、そのような弁証法論理学に注意を払わず、生産様式の

運動把握を後退させた。彼の規定では、生産様式の基本把握においても、また

生産様式と交通様式・消費様式との関連把握についても、全体の運動のなかで

捉えることができなくなっている。

　スターリンはけっきょく、生産様式の基本認識を曖昧にし、生産様式の基本

1） スターリン／マルクス = レーニン主義研究所訳『「弁証法的唯物論と史的唯物論に

ついて」「無政府主義か社会主義か ?」』、国民文庫、1968年、34ページ。
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規定と生産力や生産関係とがどのような関係にあるのかを不明確なままにし

た。彼は、ただ命題として覚えやすいかたちで、紋切り型の定式をしたにとど

まる。順序をふまえて合理的に説明するならば、彼の規定は誤りとまではいえ

ないものではあるけれども、彼の定式のままでは生産様式を深く理解すること

はできない。

　生産様式の超歴史的な一般規定

　以下に示す図1は、経済原論の講義で使っている生産様式の説明図である。

この図1で示したように、生産様式は生産の準備段階から運動の諸段階をふま

えて理解しなければならない。この点をふまえて、生産様式に関するもっとも

一般的な超歴史的な規定を与えるとするならば、以下のようにいうことができ

よう。

　労働者（労働主体）と生産手段（労働手段と労働対象）とが結合して生産がな

される仕方ないし様式を生産様式という。労働する人間（集団）と生産手段と

の特殊な結合の仕方、つまり両者の特殊的な結合による生産活動の様式によっ

て、協業そして社会的分業の編成と構造は変化する。余剰生産物あるいは剰余

生産物がいかなる形態と関係において生産され、交通過程と消費過程、さらに

廃棄過程をどのように規定するかは、この生産様式の型によって基本的に決ま

る。したがって、生産様式とそれに照応する生産関係の特殊歴史的な型を識別

（注）本図では、単純化のため、交通手段の図示を省略している。

図1　生産の諸段階と生産様式
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することによって、さまざまな経済的諸時代を区別できる。

　また、生産様式と労働様式（生産手段の実現様式）・生産力・生産関係との

関係について、以下のように整理できよう。

（1） 生産様式は第1に、労働力が生産過程で消費され実現される活動の様式、

つまり労働様式（協業および社会的分業の様式）をその内部に含む。労働

様式は、可能態としての労働力を実現し、潜在的に労働可能な者を現実の

労働者にする様式であるとともに、可能態としての生産手段を現実の生産

手段として実現させる様式でもある。同時に、生産手段の種類や性格によっ

て労働様式は規定され、生産手段の差異によって協業および社会的分業の

様式は変化する。

（2） 人間の労働力における可能態として労働生産力は、生産手段との結合を

媒介とする生産様式によって、現実態としての生産力となる。したがって

第2に、生産様式は生産力を可能性から現実性へと転化させ、現実の生産

力として実現する様式である。実現された労働生産力の結果は労働生産物

として現れ、生産物の質と量によって生産力水準を計り、表示することが

できる。

（3） 生産関係にも可能態と現実態があり、可能態としての生産関係は生産様

式を通して現実態となる。したがって第3に、生産様式は生産関係を可能

性から現実性へと転化させる様式であり、生産様式によって現実の生産関

係が形成され、生産物に対象化される。生産関係は、労働生産物に潜在的

（可能的）に対象化されており、交通様式を通して分配関係として現れる。

　このような理解の仕方からするならば、「生産過程における生産力と生産関係

の統一」という規定は、誤っているとまではいえないが、きわめて不充分かつ曖

昧な規定といわざるをえない。以上は生産様式の超歴史的な一般規定だが、以下、

2. として生産様式の一般的な基本型を整理し、3. において資本制生産様式の特

殊的規定について簡単に解説することにしよう。資本制生産様式の特殊的規定

は、ほんらい発生的分析方法にもとづく体系的な展開のなかで説明しなければ

ならないのだが、ここでは正確さを犠牲にして概説的な解説を行うことにする。
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2．生産様式の基本分類

　非市場型生産様式と市場型生産様式

　一般に、生産過程において直接的な紐帯（固い結びつき）をもつ社会的分業

がなされる場合は非市場経済となり、社会的分業が生産過程において分断され

直接の紐帯または結合関係をもたない場合には市場経済となる。社会的分業が

生産過程における直接的な結合関係をもつ生産様式を非市場関係創出型生産様

式、または簡略化して非市場型生産様式とよび、社会的分業が生産過程で分断

され私的労働としてなされる直接的な結合関係をもたない生産様式を市場創出

型生産様式、または簡略化して市場型生産様式とよぶことができる2）。両者間

2） どのような社会でも、人間は互いに依存しあって生きている。この人と人との社

会的な依存関係を一つの基準とすることによって、経済社会を区分することがで

きる。

 　前近代の非市場型生産様式は社会関係における人格的依存関係を生み出す。そ

のため、前近代の非市場経済における人と人との関係は直接的な人格的依存関係

というかたちで現れる。原始的な共同体における人間関係は、血縁・地縁・心縁

による直接的な人格的依存関係であった。生産と交通の組織において共同体とし

ての人格的依存関係が形づくられている場合、共同体は社会全体をその経済的基

礎から規定するものとしての意義をもつ。この人格的依存関係は、人格的な従属

関係を形づくることもある。家父長とその妻子、君主と家臣、親分と子分との関

係などは、従属的な依存関係の例である。

 　一方、市場型生産様式は社会関係における物象的依存関係を生み出す。市場経

済では、生産における人と人との関係である生産関係は、市場における商品交換

を媒介として結ばれる間接的で物的な形態をとる。そのため、市場経済のもとでは、

生産における人格的依存関係は市場関係によっていったん分断され、市場を介し

た物象的依存関係というかたちをとる。この物象的依存関係のもとに形成される

社会は、原理的にみると、個々の自立（自律）的な平等で自由な人間として相互に

対峙する私的個人が形成する社会、つまり市民社会 civil society として現れ、それ

が全面的に広がることによって近代市民社会が形成される。近代市民社会におけ

る物象的依存関係における社会的結びつき（紐帯）は、主として私的な利害関心に

よって形づくられるものとなり、共同体な依存関係あるいは主従関係のような直

接的な人格的依存関係とは異なるものとなる。また、隷属的・従属的な関係が支

配的である社会ではなく、表面的には対等・平等で自由な関係が支配的なものと

なる社会となる。市場型生産様式が発展するにつれて、この人格的依存関係から

独立した私的個人が形成されて発展するのであり、それは資本制市民社会形成の

基礎となる。
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あるいは両者の内部には、もちろんさまざまな中間的な様式と形態がありうる。

　無階級型生産様式と階級型生産様式

　社会的分業の関係において、労働者と結合する生産手段の保有・使用・処分

等に関する決定力ないし支配力を特定の人 （々社会集団）がもち、その特定の

人間集団が労働する人間集団と生産手段との結合関係を決定できる場合、経済

的な階級関係が現れる3）。直接的に生産的労働をする非支配階級に属する人間

集団と生産手段との結合関係を一部の支配階級となる人間集団が決定できる生

産様式を階級関係創出型生産様式、簡略化して階級型生産様式とよび、特定の

支配階級を生み出さないように、労働する人間集団と生産手段との結合関係を

社会の構成員が全体として決定する生産様式を階級関係非創出型生産様式、簡

略化して非階級型生産様式とよぶことができよう。経済社会が階級社会となる

か無階級社会となるかは、これらの生産様式が交通関係を規定し、交通関係を

媒介して所得分配（生産物分配）の基本が決定されることによって、その基本

形態が確定される。

　小規模生産様式と大規模生産様式

　社会的分業には小規模であるか大規模であるかという規模（それと関係する

空間的範囲）の相違がある。規模が小さい場合は小規模生産様式、規模が大き

い場合は大規模生産様式となる。この生産様式の規模（および空間的範囲）に

3） 生産手段の保有・使用・処分等に関する決定力ないし支配力というのは、法的

形式いかんにかかわらず、現実の実態的関係として形成される諸力であり、そ

れらの法的表現と区別しなければならない。20世紀のマルクス主義ではしばし

ばなされたことだが、この決定力・支配力をいきなり生産手段の私的所有と等

置し、私的所有という法的形式として定式化するべきではない。そのような法

的表現を経済関係に直接に持ち込むことは、実態的関係としての質的差異を捉

えにくくし、ひいては下部構造と上部構造との差異を曖昧にする。たとえ経済

的所有というカテゴリーを実態的関係理解に導入したとしても、経済的な実態

的関係と上部構造における法的関係との区別と関連の把握は曖昧かつ不明確に

なる。
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よって、社会的分業内部において個人や組織が担う機能的差異（役割の差異）

が分化し固定化される度合いは異なる。小規模生産様式の場合には内部的な機

能の分化と固定化の度合いは小さいが、大規模生産様式の場合には内部的な機

能の差異とその固定化が多種多様なものとなる。この社会的分業の規模（範囲）

と結びついた生産の技術的編成と社会的編成によって、社会的機能の分化と固

定化の度合いは異なってくるのであり、それによって社会内部の身分関係や階

層関係が規定されることになる4）。

3．資本制生産様式の基本三類型

　全面市場型生産様式

　資本制生産様式の端緒的な基礎は、商品を生産する特殊歴史的な社会的生産

様式、つまり商品生産様式にある。「商品生産という、この歴史的に規定され

4） 諸身分（states）と諸階層（strata）とをどのように区別すべきかについては、マルク

スやエンゲルスの用語法からはおそらく確定できない。わたしは基本的に、共同

体関係（とくに血縁共同体〔なかでも氏族系統や家系〕）が職業（つまり社会的分業

上の特定の位置）によって決定される階層制度を直接的に規定するかどうかで区分

している。階層を広い意味で捉えるならば、身分も階層の一つのあり方と捉える

こともできよう。しかし、階層を狭い意味で捉える場合には、家系や職業のもつ

意味は時代によって異なるけれども、この両者の関係をもって身分社会であるか、

身分が基本的に崩壊した階層社会であるかを規定できると考えるのである。

 　氏族や家系といった出自が職業を規定し、職業が世襲化されている場合、この

家系などの出自と職業の区分にもとづく階層関係を身分とよぶ。どのような氏族

や家系に生まれるか、それほどでなくても特定地域の出自いかんによる地縁関係

によって生まれたときから階層が身分として規定される社会は、これを身分社会

とよぶことができる。血縁関係や地縁関係が職業を規定する社会では共同体的あ

るいは社会的規制が強く働き、その規制が身分を固定化する。一方、家系や地縁

といった出自によって職業が決まることはなく、個人が選択した職業によって一

定の序列をもつ社会集団が形成される場合、これらの集団を身分と区別した狭義

の階層として捉えることができる。このような狭義の階層によって形づくられる

社会を、狭義の階層社会あるいは純粋な意味での階層社会とよぶことができよう。

 　なお、歴史的には、一般に、階級型生産様式が確立される以前に身分型生産様

式が形成される。しかし、いったん階級型生産様式が確立されると、身分型ある

いは階層型の生産様式は階級型生産様式に規定されるようになる。
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た社会的生産様式 dieser historische bestimmten gellschaftlichen Produktionsweise, 

der Warenproduktion」（K I , MEW. Bd. 23, S.90）というマルクスの規定を簡略化

するならば、これを商品生産様式の規定といえるのである5）。商品関係そして

商品交換は貨幣を必然的に生み出すのであって、商品生産様式は貨幣をたえず

生み出すことによって再生産をする貨幣創出型生産様式へと発展する。こうし

て貨幣創出型生産様式と一体化した商品生産様式、つまり商品貨幣経済を創出

してゆく型の生産様式が生まれる。商品貨幣経済をたえず生み出す商品貨幣創

出型生産様式は、市場を創出し市場を媒介して再生産を行う型の生産様式であ

るから、これを市場創出型生産様式あるいは簡単に市場型生産様式とよぶ。市

場型生産様式は、しかし、前資本制経済では部分的に発展するだけで、社会の

支配的な生産様式とはならない6）。

5） マルクスが明瞭に述べているにもかかわらず、20世紀のマルクス主義は、この商

品生産様式を明確には認識しなかった。そのため、商品生産様式という表現は用

語として使用されず、商品生産関係という用語でたえず置き換えられていった。

商品生産様式によって商品生産関係は形成され実現される。したがって、商品生

産様式と商品生産関係は、いったん区別したうえでその相互関係を捉えなければ

ならない。この商品生産様式認識の欠落は、日本の宇野学派においてさらに徹底

されるようになった。宇野弘蔵（1897-1977）は、この商品生産様式を認識すること

なく、商品形態や貨幣形態を生産様式から切り離し、単なる「流通形態」として捉

えることを基礎として、その『経済原論』の基本構造を形成した。日本の宇野学派は、

学派的特質をなすものの一つとしてその認識をいまも継承し続けている。
6） 商品生産様式は、原始共同体相互の交換が恒常化し、交換目的の生産が定着する

ことによって確立される。しかし、原始的な共同体が解体され、血縁共同体が地

縁的な農業共同体や都市共同体などとして再編されるまでの商品生産は、限定さ

れた端緒的なものにとどまる。奴隷制や封建制のもとでの商品貨幣経済つまり市

場経済の発展は、商品生産様式の市場型生産様式への発展をその基礎にもつ。古

代のギリシャやローマでも市場経済はかなり発展したけれども、奴隷制経済では

奴隷が生産した生産物を奴隷所有者が直接的に収奪し、奴隷の生活手段は奴隷所

有者から施与される一種の贈与となる。奴隷は一般に貨幣所有者となれない存在

であり、奴隷制の市場経済は部分的市場経済にとどまる。封建制のもとでも、農

奴の労働地代や生産物地代は封建領主への生産物の貢納であり、農奴は彼の労働

の一部を生産物として取得して生活手段を獲得する。貨幣地代となっても、農奴

は彼または彼女が生産した生産物の一部を市場で販売して貨幣地代として貢納す

るにとどまる。したがって、封建制においてもその経済的基調は商品貨幣経済で

はないのであって、その経済は部分的市場経済にとどまる。したがってまた、前
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　労働力が商品となり、労働力を商品として買えるようになると、部分的市場

経済はしだいに全面的な市場経済へと発展してゆく。労働力の価値部分が貨幣

賃金として労働者に支払われることによって、労働して生活する一般の人々が

貨幣を入手して市場で商品を購入するようになるからである。貨幣賃金の取得

を基礎とする市場経済の発展はやがて市場を全面化し、部分的市場経済を全面

的市場経済へと変えてゆく。こうして市場型生産様式は、全面的な商品貨幣経

済を創出し、市場を媒介して再生産を行う、全面的な市場創出型の生産様式と

なるのであって、この型の生産様式を全面的市場創出型生産様式あるいは簡単

に全面市場型生産様式とよぶことができよう。

　資本制生産様式の第1の特質は、商品生産様式を起点とする、市場を創出し

市場を媒介して再生産を行う市場型生産様式をその基礎にもつが、それは全面

的な市場を創出し、全面的な市場を介して再生産を行う、全面市場型生産様式

にまで発展したものとなっている、ということにある。この全面市場型生産様

式は、労働力商品の一般的存在を前提とするのであり、したがって以下の労資

型生産様式と一体のものである。

　労資型生産様式

 資本制の経済では、市場型生産様式は部分的な市場型生産様式にとどまり、その

運動はたえず前資本制的な生産様式と交通様式によって攪乱される。

図2　資本運動の要点
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　全面市場型生産様式は、賃労働と資本を創出し再生産する型の生産様式の前

提をなす。この生産様式が前提となるので、資本制生産様式は私的所有という

法的な形態と関係をその内部に組み込む（あるいは埋め込む）生産様式となる。

労働力と生産手段を市場で購買し、購買した労働力と生産手段は資本家の所有

物となる。しかしこの局面では、資本家階級も労働者階級も、そして資本制の

もとでの私的所有も、可能態にとどまる。購買した労働力と生産手段を私的に

所有してそれぞれを消費し、究極的に管理・監督するのは資本家階級である。

資本家階級の究極的管理のもとで、労働者集団（労働者階級）はその労働によっ

て資本家所有の生産諸手段を生産的に消費し、生産物を産出する。こうして資

本家階級と労働者階級、そして資本所有は、賃金労働者と資本家との階級関係

を形成し創出する型の生産様式を通して、現実態へと転化する。

　この型の生産様式を介することにより、資本制の生産力が実現され、生産関

係が形成され、生産物として対象化される。結果としての生産物は資本家の所

有物となるので、資本制の基本的な交通関係である市場の交換・流通において

剰余価値を含む新商品価値が実現されることにより、資本制の所有形態もまた

現実態へと転化する。

　この賃労働と資本を創出し再生産する型の生産様式を資本賃労働創出型生産

様式、あるいは簡単に労資型生産様式とよぶ。この労資型生産様式は剰余価値

論によってその本質と関係構造の解明がなされる。『資本論』のきわめて重要な

意義の一つは、絶対的剰余価値論や相対的剰余価値論によって、この労資型生

産様式を徹底的に究明した点にある。

　資本制大規模生産様式（身分階層型生産様式）

　当初からかなり大規模な生産として資本制生産様式は始まる7）が、労資型生

7） 「資本制生産がじっさいにはじめて始まるのは、同じ個別資本がかなり多数の労働

者を同時に働かせるようになり、したがってその労働過程が規模を拡張してかな

り大きな規模で生産物を供給するようになったときのことである」（K I , MEW. Bd. 
23, S.341）
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産様式の発展はその規模（と範囲）をさらに拡大してゆく。この資本制生産様

式の大規模化と結びついて、資本家階級に属する特定の家系の人間関係の再生

産や、古くからある特定の家系の身分関係の変形されたかたちで再生産がなさ

れ、身分残存的な階層を創出し再生産する型の生産様式が形づくられる。資本

制社会において身分的な社会格差が残るのは、労資型生産様式の基礎上で大規

模生産様式が一般化するからである。

　しかし、全面市場型生産様式は自由で平等な市民関係をその社会関係として

生み出し、身分的な関係、あるいは共同体的な直接的人格的結合をたえず分断

し、廃止する。市場の全面化は、私的個人の職業選択による階層制度を生み出

す傾向があり、それによって資本制の身分残存的階層制度はさまざまに変化す

る。したがって、資本制生産様式は身分残存的ではあるが、職業によって規定

される諸階層を創出し再生産する型の生産様式となるのであり、これを身分残

存的階層創出型生産様式あるいは簡単に身分階層型生産様式とよぶことができ

よう。

　特別剰余価値（現象的には特別利潤）の追求をめぐる競争を通じて相対的剰

余価値が形成される過程は、一般に、生産規模が拡大され、生産の空間的な範

囲も広がってゆくなかで技術が改良されてゆく過程でもある。そのため、資本

家階級の内部でも労働者階級の内部でも、さまざまな階層が分化してゆく。そ

れとともに、新たな中間的階層も形成されてゆく。『資本論』の場合には、労働

日をめぐる第8章の実証的記述を別にするならば、主要には相対的剰余価値の

生産の部分から、資本制の階級関係だけでなく、階層分化も論じられている8）。

8） 「労働の生産力を増大させ、労働の生産力の増大によって労働力の価値を低下させ、

こうしてこの価値の再生産に必要な労働日部分を短縮するためには、資本は、労

働過程の技術的および社会的諸条件を、したがって生産様式 Produktionsweise〔こ

の「生産様式」は「生産方法」と不適切な訳がなされている場合もある〕そのもの

を変革しなければならない」（K I , MEW. Bd.23, S. 334）という一文は、この階層分化

にもかかわっている。『資本論』第1巻第4編からの、機械制大工業内の労働者内の

階層構造、監督労働と特殊な労働者への監督権限の委譲、マニュファクチュアの

大工業への従属と再編、時間賃金による労働者所得の分化や出来高賃金の等級制

の分析といった、資本制のもとでの諸階層にかかわる分析は、けっして補足的な
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4．市場型生産様式とそこから生じる経済社会関係に関する若干の示唆

　商品生産様式における社会的分業の特質

　偶然的商品交換にとどまらない、生産物の商品としての生産が恒常的に開始

されることによって、商品生産様式は出現する。商品生産様式における社会的

分業（社会的な労働分割）は、生産過程において社会的性格をもつ労働が同時

に私的性格をもつ労働としてなされるという自己矛盾した性格をもつ。マルク

スはこのことを、「ただ独立に行われていて互いに依存しあっていない私的労

働の生産物だけが、互いに商品として相対する Nur Produkte selbständiger und 

voneinander unabhängiger Privatarbeiten treten einander als Waren gegenüber」（K I. 

MEW. Bd. 23, S.57）、と表現した。この生産過程における矛盾を解消する運動が

交換であり、またその繰り返しである流通、つまり市場における交通である。

　このマルクス的表現は、Privatarbeiten の含意を十分に表現できないとはい

え9）、別の仕方で表現することもできる。20世紀の半ばから後半期の日本を代

表する経済学者の一人であった都留重人（1912-2006）は、「分断」という表現を

使った。たしかに、社会的分業が私的労働としてなされるということは、社会

的に分割された労働が生産過程における直接の関連を断ち切られて「分断」さ

れていると表現することもできるのである。

　この分断は、労働力商品の広がりとともに一般化し、生産過程における社会

的分業の私的性格が、交通様式における社会的関係（つまり交換関係・流通関係）

とともに確立される。他の生産様式ないし交通様式による攪乱を排除するかた

ちで、この分断された私的な生産様式とそれに照応する交通様式が確立される

 ものではない。マルクスは、資本家階級と労働者階級という基本的な階級分析に

とどまらず、大規模生産様式に照応する生産関係分析として、資本制のもとでの

階層分析にも取り組んでいたのである。
9） ドイツ語の privat や英語の private には、「人と交わらない」といった意味の基礎と

なっている、「奪われた」という意味がある。つまり、共同体的な社会的関係性を「奪

われている」というニュアンスがそこにはある。「分断」という表現は、この「奪わ

れた」というニュアンスを表現しきれないという限界をもっている。



（   ）163 163生産様式理論の再構築のために

ことによって、商品の二重性格である使用価値と交換価値（価値）、そして使

用価値形成労働と価値形成労働という労働の二重性が確立され、それらは異な

る範疇の存在として分離する。図3は、二商品の関係のみに単純化して、この

関係を図示したものである。

　商品生産様式による交通様式と交通関係の変化

　商品生産様式の基礎上では、交通様式と交通関係は非市場経済のそれとは根

本的に異なったものとなる。まず、商品生産様式における労働は私的性格と社

会的性格を同時にもつから、市場における労働生産物の使用価値相互の等置関

係は商品の価値としての等値関係という物的関係を取り結ぶことになる。その

ため、ある商品の価値が他の商品の使用価値によって表示されるという転倒し

た価値形態が生じるのであり、そこから商品の物神的性格も生まれることにな

図3　商品の等置関係の背後にある労働の二重性
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る。

　また、商品生産様式の基礎上では、商品交換の担い手となる人間は商品の私

的所有者という特殊歴史的な人格を帯びる。というのは、商品交換の担い手と

なる人間は、商品の私的所有者として相互に承認しあうかぎりにおいて、さら

にはその相互関係が社会的に承認された法的関係になることによって、他の社

会的関連から切り離して商品交換という功利主義にもとづく私的行為を行うこ

とができるようになるからである。つまり、商品生産様式によって私的所有と

いう法的な所有形態が生まれるのであり、私的所有者という法的人格は商品生

産様式を基礎として生じるのである。

　なお、ここでは結論を述べるだけだが、商品所有者相互による商品交換の発

展は、必然的に貨幣を生み出さざるをえない。したがって、商品生産様式は必

然的に商品貨幣創出型の市場型生産様式へと発展する。

　転倒した物象的依存関係と市民関係の新たな発展による変革　

　商品生産様式を基礎とする物象的依存関係は、それまでの人格的依存関係を

打ち壊し、法的に自由で平等な権利主体としての市民関係に変えてゆく。その

ため、商品生産様式の市場型生産様式への発展、さらには全面市場型生産様式

への発展は、市民社会を生み出し、発展させてゆく経済的基礎となる。

　けれども、全面市場型生産様式は労働力の商品化を前提とする。したがって、

全面市場型生産様式のもとで形成され発展する市民社会は、商品と貨幣の物神

性に囚われる物象的依存関係による転倒した人間関係、その転倒性をさらに発

展させる資本賃労働関係に規定された階級体制、そして身分残存的階層制度に

制約されている。つまり、それは資本制市民社会にとどまるものとなる。

　この資本制市民社会を社会的個人の協働による新しい市民社会へと変革する

ことは、すでにマルクスが断片的に示唆していたアソシエートされた協働社会

を構築することにつながる。その変革と結びついて、経済学そして経済社会学

は、新しい協働社会（新しい型の社会主義社会）の基礎となる理論認識を提供

することになろう。
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【補論】全面市場型生産様式の基礎上での私的費用と社会的費用との分離

―外部不経済と社会的費用の内部化の把握の理論的基礎―

　私的費用と社会的費用の問題を詳細に論ずることはできないが、全面市場型

生産様式のもとでは、企業などの内部に属する経済とそれらの外部の経済とが

切り離されて分離し、私的費用と社会的費用とが別の費用概念として分離する

ということは、ここで注意を喚起しておきたい10）。商品生産者相互の分断と分

離は、部分的市場経済のもとでは完全なかたちでは実現しない。商品生産者相

互の分断と分離がほぼ完成し、商品を生産する労働がほぼ完全に私的性格を帯

びるのは、全面市場型生産様式が確立することによってである。

　全面市場型生産様式のもとでは、資本家が投下する貨幣資本部分は私的費用

として現れる。しかし、その私的費用部分は、資本投下による経済運動（つま

り資本運動）がもたらす結果のために必要となる費用のすべてを含んでいるわ

けではない。資本運動の結果として生じる、失業と貧困、公害・環境破壊など

の外部不経済の問題に対処するための費用は、私的費用計算からふつう除外さ

れ、支出されない。資本制企業（組織）が生み出す外部不経済を解消するため

の費用は、それらの支出が社会的強制によって内部化されないかぎり、「社会

的費用」として私的費用から分離されたかたちで、政府の財政支出、労働者や

消費者の個人的費用負担部分などとして現れる。この社会的費用部分を資本運

動に強制的に組み込むことによって、貧困問題や公害・環境問題などを社会的

に抑制しようとする方策が、社会的費用（外部不経済）の内部化とよばれる政

10） 私的費用と社会的費用との分離とそこからもたらされる問題は、資本制経済が抱

え続けている多くの深刻な諸問題の一つとなっている。ここから貧困と失業、公

害や環境破壊など、さまざまな現代的な問題が生まれているからである。現在の

日本でも深刻な問題となっている原子力発電をめぐる問題も、その社会的費用問

題の一つとして考察する必要がある。拙稿「新成長戦略と産業構造ビジョンの再考

を」（『3・11後の産業・エネルギー政策と学術・科学技術政策』、八朔社、2012年6月）、

拙稿「「3・11後の環境・エネルギー問題を考える」（『駒澤大学経営研究紀要』第41号、

2012年2月）などは、そのような問題関心からの原発問題への取り組みを含んでい

る。
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策的措置である。

　従来のマルクス経済学は、商品生産様式から全面市場型生産様式に至る生産

様式理論を、社会的費用論を包摂できるようなかたちでは展開してこなかった。

そのため社会的費用論は主として制度学派の理論となっていた。だが、『資本論』

を丹念に読むならば、マルクスが社会的費用に対応するものに言及している多

数の例を見つけることができる。社会的費用論はマルクスの経済理論を発展さ

せることによって包摂すべきものである。


