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 （一）はじめに 

 　『資本論』第 1巻が公表されたのは 1867 年，
したがって今年は丁度出版 150 年に当たる。
150 年にわたり，第一線で注目を受け続けた古
典中の古典と言えるであろう。しかし，その評
価は，研究と論争が盛んであった時期と，注目
度が低下してきた最近の 2，30 年とに分かれる。
その分水嶺は言うまでもなく，1991 年 12 月 25
日ゴルバチェフ大統領辞任で記されるソビエト
社会主義共和国連邦の崩壊である。 
 　根井雅弘は，その事情を社会主義崩壊後の現
代と捉え，そこにおけるマルクス主義の興亡に
ついて次の様に語っている。「カール・マルク
ス（1818 ― 83 年）の経済学は，社会主義崩壊後
の現代では，学生に人気のある科目ではなく
なってしまいました……。」「マルクス経済学は
戦時中は当局によって徹底的に弾圧されていま
したが，戦後，それが一気に勢力を盛り返して
いく背景には，河上のような先例があったから
ではないでしょうか。もっとも，のちに，社会
主義の理想と現実の食い違いが次第に明らかと
なっていくにつれて，（期待）は（幻滅）に変わっ
ていくのですが，戦後日本でマルクス主義の影
響が長きにわたって続いて事実は疑いようがあ
りません。」 （1）  
 　要約すれば根井は 3点を挙げている。①マル
クスの経済学はソ連崩壊後の現代では魅力をな
くしてしまった。②日本におけるマルクス経済
学は戦前の弾圧の時期を経て戦後隆盛の時代を
経てきた。③社会主義に対する理想像が崩壊し

現実が明らかになるにつれて期待は幻滅に変
わっていった。 
 　この簡単な要約から見えてくる『資本論』を
中心とするマルクス経済学の歴史は，その隆盛
を支えた要因としては，3点ある。第 1点―社
会主義ソ連の成立である。1917 年 11 月 9 日ロ
シア革命，1922 年 12 月 30 日ソビエト連邦成
立以後であり，資本主義体制対社会主義体制
の矛盾＝体制間矛盾が支配した時期である。第
2点―ソ連の成立は社会主義への一定の関心が
生まれた時期であるが，それを側面から強化し
たのが，同じ時期は資本主義における戦争と恐
慌の時期と重なった。第 1次世界大戦の死者は
1600 万人，第 2次世界大戦の死者は 5000 万人
から 8000 万人，世界恐慌の失業者は 1932 年で
5000 万人と言われている。この第 1と第 2の
点は，社会主義に対する期待と資本主義に対す
る幻滅を醸成するに十分な条件であった。第 3
点―日本における『資本論』研究に関しては，
上の 2点に加え，日本の独自の歴史が加わって
くる。日本資本主義は大きくは 2つの時期に区
別されるがその前半は 1868 年（明治元年）の
明治維新から 1945 年（昭和 20 年）終戦（敗戦）
までである。大日本帝国憲法（1890 ― 1947 年）
と治安維持法（1941 ― 1945 年）の時期であり，
19 世紀に資本主義への道を歩み始めた後発資
本主義という性格と，帝国憲法に見られる前資
本主義的体制を濃厚に内包した資本主義という
2つの特徴をもった資本主義であった。ここか
らは，社会主義の課題と純粋資本主義（旧体制
の打破＝民主主義の実現）という市民革命の実
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現という課題をともに内包することとなった。
日本資本主義は遅れた，したがって追いつき型
資本主義の実現という課題と，その先にある社
会主義の課題という，複雑な整序困難な課題を
内包していた。しかし，この様な事情が日本に
おける『資本論』研究の醸成を促した必要条件
であったであろう。同時にこの社会主義の実現
と民主主義の実現という課題は，『資本論』研
究においても，その対象は純粋資本主義ではあ
るが，同時に単純商品生産段階から資本主義段
階へと移行する論理を含んだ古典であるという
見方が定着していくことになる。 
 　また遊部久蔵は言う―「『資本論』ほどわが
国でひろく読まれ，議論の対象とされた経済学
の書物はないであろう。戦時中は不幸にして禁
書とされたが，戦後ふたたび旺盛な研究がおこ
なわれた。論争の規模も拡大しその内容も充実
し戦前の比較ではない。」 （2） 遊部が挙げている論
争テーマは次の 4点である。（1）価値論（価値
形態論，最大限利潤論），（2）恐慌論，（3）窮
乏化論，（4）プラン問題　価値論と価値形態論
では労働価値説の土台の上で，商品価値につ
き，商品貨幣関係の成長の中で，商品は価値物
であるにも関わらず，直接的交換可能性を持た
ず，逆に貨幣の方が直接的交換可能性を持ち，
商品は交換目的で生産されたのも関わらず，交
換可能性は偶然であると論定し，リカードに比
べて圧倒的な分析力を示したものである。最大
限利潤論は，総ての商品は労働生産物であり，
労働の実態を持つはずであるが，超過利潤の価
値実体は何なのかを巡るものであった。恐慌論
と窮乏化論は資本主義に内在する不可欠の法則
であり，社会主義に促迫する要因として語ら
れた。プラン問題は，1，資本，2，土地所有，
3，賃労働，4，国家，5，外国貿易，6，世界市
場と恐慌という 6篇プランのどこまでが『資本
論』で論じられたかを問うものであった。いず
れも『資本論』で明示的な分析がないテーマで

あったがゆえに論争が行われたのであろう （3） 。
根井と遊部を比較するとき，改めてマルクス経
済学，『資本論』研究の鮮やかな興亡の跡を確
認することが出来る。本稿ではもとより，この
論争に加わることは出来ない。ただこの時代に
おける幾人かの論者を取り上げ，そこから，『資
本論』研究の指針を探り出すことにとどまる。
取り上げるのは，1，河上肇，2，内田義彦，3，
見田石介，4，尾﨑義治である。 

 （二）『資本論』研究の指針について 

 　（1）河上肇―ここでは，今後の『資本論』研
究の指針について先達のなかからそのヒントを
探り出す。最初に挙げるのは河上肇である。河
上は太平洋戦争の終結後に亡くなっており，
『資本論』研究の黎明期における研究者である。
『貧乏物語』および『第 2貧乏物語』を見てい
く。『貧乏物語』は 1916 年に「大阪毎日新聞」
に連載されたものである。1916 年と言えば，
第 1次世界大戦の最中であり，ロシア革命の前
年である。本書は「人はパンのみにて生くるも
のにあらず，されどまたパンなくして人は生く
るものにあらずというが，この物語の全体を貫
く著者の精神の一である。」この一言が本書を
名著のレベルに押し上げたものである。そし
て，その欠陥と言われるのは，「私が貧乏退治
の第 1策として……重きを置くところは飽くま
で，富者の奢侈廃止である。」つまり本書で河
上は貧困の解決策として唱えるのは富者の奢移
廃止である。貧困問題は，富者と貧者の両者が
生み出される社会システムの分析が課題の当の
箇所で，富者を前提し，それに対して節約を説
く，ほとんど有効性を持たない定言であった。
事実，本書の解説で林直道は「経済学における
客観的な法則把握に立たず，富者の意識改革に
依拠した空想的な提言」と言っている。 
 　以後河上は『資本論』研究に集中していき，
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その結果が『第 2貧乏物語』に結実していく。
1929 年から 1930 年にかけて雑誌『改造』に連
載したものである。1929 年から 30 年と言えば
アメリカに始まる恐慌がヨーロッパ，日本に伝
搬し，世界恐慌が始まる年代である。そこで河
上は，先の『貧乏物語』に関して「世界戦争の
まっ最中に，ロシアにおけるプロレタリア革命
の前夜に，かかる倫理的宗教的空想に溺れてい
た過去の自分を見いだすとき，私は今，まった
くの他人に面するかの感じがしている。」そし
て本書については「意識的には，弁証法的唯物
論の見地に立って，マルクス主義レーニン主義
を奉ずる一学徒として，ここに第二の貧乏物語
に筆を執ろうとしているのである。」 （4） とする。
後の日本におけるマルクス経済学で論じられる
領域がここで展開されることとなる。 
 　ここでは河上の論考にたちいるものではな
い。ただ今後の指針として学ぶべきところは河
上における古典の教養などへの言及である。こ
こでは，「人はパンのみにて生きるにあらず」
というキリストの言葉が出されているが，彼の
作品には日本や中国の古典への傾斜が見られ
る。古典の素養に土台を置いた『資本論』研究
は，体制間矛盾が消え去った現代における息が
長いスパンの中で留意されるべきスタンスと思
われる。 
 　（2）内田義彦―有名なものは『資本論の世界』
（岩波新書，1966 年）である。ソ連社会主義が
崩壊するとは予想だにされておらず『資本論』
研究が，まだ「権威」をもった時代の作品であ
る。内田は概略次の様に言う。①現在は『資本
論』研究ではなく疎外論研究の時代である。②
剰余価値論ではなく労働過程論が前面に出てい
る。③相対的剰余価値の生産と資本蓄積論がメ
イン対象であり，念頭にあるのは，経済成長で
ある。言われているのは，『資本論』に素材を
求めてはいるが，それはマルクスの世界ではな
く高度成長の時代であり，そこにおける人々の

疎外現象である。同じ内田の作品『經濟学の生
誕』（未来社，1962 年）ではその補論で，スミ
スとマルクスが取り上げられている。歴史認識
につき，スミス＝自然法的歴史認識とマルクス
＝史的唯物論が対比されている （5） 。本文で主要
な対象は，アダム・スミスの経済学，『国富論』
であり，旧帝国主義批判と市民社会の体系分析
が行われている。内田のメインの対象はマルク
スではなくアダム・スミスである。 
 　内田に見られるのは，アダム・スミスとマル
クスを並べて考察する志向であり，日本の研究
史における一つの定着した流れである。1800
年代後半の『資本論』と 1700 年代の『国富論』
では，そもそも，資本主義の発展段階で旧重商
主義時代と，労働日が法定され，資本・土地所
有・賃労働の 3分割制が姿をすでに現している
時代の作品を組みあわせる根拠が必要とされる
であろう。また旧制度はすでに崩壊し，新たな
商品・貨幣経済＝交換関係における人と人の関
係，利他主義を通じた利己主義が支配的な社会
を愛情深く分析したスミスと，商品・貨幣関係
を物の支配とし，人はその動きに規定されると
したマルクスはどう扱われるべきかについてい
まだ検討の余地は残されている。しかし，18
世紀と 19 世紀に同じイギリスに足を置いた両
者を比較する手法がここには示されている。 
 　（3）見田石介―内田はスミスを主軸とし，そ
こからマルクスを見たのに対して，見田はヘー
ゲルを主軸とした展開をしている。マルクスの
弁証法は，1，感性的段階，2，分析による本質
を発見する悟性的段階，3，事物を発生的に展
開し，かつその死滅の必然性を説く理性的・狭
い意味の弁証法的段階，この 3段階からなると
し，ヘーゲルはこの 1と 2が欠落しているとす
る （6） 。 
 　この点は「私の歩んだ道と科学の方法―「第
6回関西院生夏の集い」」（記念講演 1975 年 8
月 5 日，出所は「見田石介先生をしのぶ会」
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1985 年 12 月 8 日から）にも触れられている。
ヘーゲルの弁証法については「すべての事物は
矛盾物であって，必然的に自分自身の対立物に
転化しないほかない。……本質的には矛盾によ
る運動であり，自己運動である」。たいしてマ
ルクスの方法は「分析的方法を基礎にした，弁
証法的方法です」。弁証法は矛盾物の運動と言っ
ても，そもそも矛盾物であるという論定が無け
れば矛盾物であるか否かは問題にならず，した
がって，矛盾を説く大前提は，そうであるとい
う結論が論証される対象の分析と，その結果，
具体的な細部の分析が再構成されたものとして
の総合である。弁証法はそのような分析と綜合
の土台抜きに語ることは出来ない。それが見田
による『資本論』研究の指針である。見田はも
ともとヘーゲル研究から出発し，その後『資本
論』研究をも包括する。 
 　見田を語る場合，2点ほど付け加えて指摘し
ておきたい。第 1点は，経済学研究において階
級関係を抜きにした研究がある事への批判であ
る。「経済学に独自のものとみられるのは，階
級関係を抜きにして，経済現象をみようとする
かんがえかたであろう。経済学は，元来，生産
関係をその対象とする社会科学であるが，現在
の資本主義社会の生産関係の基礎となるもの
は，たがいに利害の対立する資本家階級と労働
者階級とのあいだの階級関係である。この国民
の二大分野のあいだの対立関係を抜きにして
は，経済学の研究は，その科学性を失ってしま
うのである。」 （7）  
 　第 2点は，見田はソ連を挙げているが，研究
の世界における権威主義と言った傾向への批判
である。支配的とみなされる空気があった場合，
それはチェックなしに受容されるという雰囲気
の批判である。「何ていうのかな，支配的な権
威のある意見というのか，ソビエトならソビエ
トにあるというと，それをもう一度自分で吟味
してみて受け入れるというのが少なくて，そう

いうものが出れば，それを解説する，日本の事
実で追試してみるという気風が少ないのではな
いか，ちょっとそういう印象をうけました。研
究をやるためには，まず問題を感じなければな
らない。そうでなければ，深く考える事にもな
らない。」 （8） 権威主義への無批判的追随への嫌悪
といっていいのであろうか。このような言辞が
出されたのは 1973 年である。スターリン批判
はすでに終わっていたがソ連が崩壊するといっ
た雰囲気は皆無の時代での発言である。これが
正しいとすると，『資本論』研究の退潮は，「権
威あるソ連社会主義が崩壊したからそれに従っ
て研究もストップされる」という奇妙な脈絡で
とらえられることとなる。それは正しいかもし
れない。そして残念なことに，過去にさかのぼ
り当時の研究のスタンスを権威によりかから
ず，自由に，開放的にアプローチする手立ては
もはやないと言える。対象に追随した研究の時
代は，対象が崩壊するとともに，研究の必要と
権威がなくなり自然消滅したものであろう。し
かし，それではあまりにも空しい結末である。 
 　本稿はもともと，1990 年代以前と以後の『資
本論』を巡る状況が旺盛な論戦の時期からその
消滅へと至る過程において，改めて『資本論』
研究の指針を見出そうとするものであった。そ
の点で，見田のこの指摘は重要と思われる。 
 　第 1の点について。『資本論』において，「労
働者階級」が登場するのは，第 1巻第 2編　貨
幣の資本への転化　においてである。貨幣の資
本へ転化する不可欠の契機は，マルクスによる
と，商品・貨幣関係が 100％支配する社会の中
で，貨幣所有者が労働力所有者という「独自な
商品」 （9） に出会うことによってである。これが，
階級関係に入る契機となり，出会いのあとに続
くものは「単純な流通または商品交換部面から
……去るにあって，われわれの登場人物たちの
顔つきは，見受けるところ，すでにいくらか変
わっている。さっきの貨幣所持者は資本家とし
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て先に立ち，労働力所持者は彼の労働力として
あとについていく。一方は意味ありげにほくそ
えみながら，せわしげに，他方はおずおずとし
ぶりがちに，まるで自分の皮を売ってしまって
もはや革になめされるよりほかになんの望みも
ない人のように。」 （10）  
 　これが，絶対的相対的剰余価値生産が始まる
舞台の直前の風景である。労働者は資本家のあ
とについて行く，革になめされることをすでに
予感している様に。このような現状は，この数
年では全く変わってはおらず，改めて「日本に
おける労働者階級の状態」はテーマになり続け
るであろうし，研究を促迫する大切な領域であ
る。 
 　（4）最後に取り上げるのは，尾﨑芳治『経済
学と歴史変革―労働指揮権としての資本・生活
意識・土地所有』（青木書店，1990 年）である。
1990 年と言えば言うまでもなくソ連崩壊の 1
年前であり，すでに東ヨーロッパ社会主義の崩
壊は始まっていた。冷戦終了を示す時点におけ
る作品である。しかし本文は社会主義の崩壊に
ついては一切語らず，もっぱらマルクスの原典
に沈潜し，そこにおける労働者階級の結集の契
機について論定したものとなっている。 
 　本書の構成は，1，導入にかえて―歴史科学
における「体系」について，2，資本の創成，
3，資本主義的生産＝生活過程と未来社会，4，
近代的土地所有の歴史理論という 4編からなっ
ている。以下いくつかの論点に応じてみていき
たい。 
 　①　『資本論』の包括的論点は，資本主義成
立史に関する，宇野弘蔵説と大塚久雄説批判に
おいて鮮明に示されている。資本・賃労働関係
の成立史に関して，宇野弘蔵は，商人資本か
ら，産業資本が分化発生してくるという歴史的
経過を土台にして，資本主義の成立史を説い
た。尾﨑は，これにつき，歴史過程をそのまま
資本主義発生史にしたとし，「歴史の論理化」

とする。大塚久雄については，資本主義以前，
小生産者からなる社会があり，そこにおける価
値法則の作用により，競争が展開されその勝者
が資本家に，敗者が賃労働者になったとする。
見事な発生史の説明である。尾﨑は，この点，
価値法則と両極分解という論理で，資本主義発
生史を説いたとし，「論理の歴史化」とし，共
に「歴史と論理の一致」 （11） として批判する。そ
れでは，貨幣の資本への転化を規定したものは
何か。 
 　②　資本主義は全ての人は自立しており，階
級社会ではなく，ただ商品生産者か，貨幣所有
者のみからなる，したがって商品・貨幣関係に
まつわる法則にのみ支配された自由な社会であ
るという「常識」が深く定着しているようであ
る。尾﨑は言う。「資本主義のもっとも広くて
深い一般的基礎は，商品経済である。……。
個々人の自立と孤立の意識，この自立性にとっ
て外的で不可解な制限としてあらわれている
‘社会’についての表象，万人の万人にたいす
る闘争の観念，これらが……ブルジョア個人主
義の生活意識の一般的内容」である （12） 。個々
人の自立と孤立，自分の取っては制限要因とし
ての社会という意識，競争と闘争，これらは日
常的な個々人の意識であろう。しかし，同じ日
常が与えているものは，長時間労働であり，過
労自殺であり，好況と不況であり，賃労働者と
しての規定性の中にいるという意識がある。一
方における自由と，他方におけるそれが制限さ
れているという意識をつなぐものにつき，尾﨑
は，同じ『資本論』の中に既に語られている
という。それが，同じ貨幣の資本への転化で語
られる次の言葉である。「商品交換は，それ自
体としては，それ自身の性質から生ずるもの
のほかにはどんな従属関係も含んではいない
［Der Warenaustausch schließt an und für sich 
keine Abhängigkeitsverhältnisse ein als die 
aus seiner eignen Natur entspringenden］」 （13）
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 資本主義の土台としての商品交換関係には何ら
の従属関係も含まれず，自由，平等，契約，所
有の世界である。しかし，商品交換関係にもし
従属関係があるとすれば，資本主義社会は，そ
の従属に従い支配するものと支配されるものと
いう階級関係が内在する社会である。商品その
ものに潜む従属関係は，商品の性格を見れば直
ちにわかる事であろう。商品は価値と使用価値
とからなる。使用価値は他の人が認める事であ
り，使用の価値ありと認めた人は貨幣を支払え
ば，その消費する権利は買い主に属することに
なる。その消費には基本的に買い主の自由であ
り，売り渡したのちには売る主にはその消費の
仕方についてクレームを差し挟む権利は全く与
えられていない。資本主義の大きな特徴の一つ
には，人間自身が一つの商品として，売り買い
されるという関係がある。買い手は自分の利益
になるものであれば貨幣を支出し買い取り，消
費する。労働力商品も同じである。つまり商品
の消費権は買い主に属することであり，労働力
商品を消費する権利も買い主に属することは言
うまでもない。商品には一般的な商品と労働力
商品とがあり，労働力商品については，その
人そのものの「消費」であり，人をはなれて労
働力のみが引き渡されるわけではない。ここに
は，売買関係成立後も，むしろそれから，買い
主の消費権と消費される労働者との関係が本格
的に，しかし，私的に閉ざされた場において展
開されることとなる。「商品交換の場面では自
由で対等な商品所持者の相互関係と見えたもの
が，契約が終了したあとでは，労働力所持者の
貨幣所持者への従属に一変する。すなわち‘従
属関係を含まない’商品交換を介しての，商品
交換‘それ自身の性質から生じる’従属関係の
形成である。」 （14）  
 　ここに，平等の仮象と，資本・賃労働関係
が，前資本主義的要素を入れなくても，両極分
解を入れなくても説くことが出来る契機があ

る。商品の生産と消費，貨幣関係，それのみが
100％支配すると見える社会における，階級関
係の現存，その両者が並立しうる論理は，この
資本主義の土台としての，商品・貨幣関係自体
に内在し，したがってそこに生きる人々の日常
意識に絶えず（たとえわずかな感触に過ぎない
形でも）あらわれてくる契機（＝構成要素）と
なっている。「個人的利益のための個々の労働
者の競争が，資本の専制の強化と結局はかれの
個人的利益そのものをそこなうこととに結果す
るというこの点に，労働者のブルジョア個人主
義的生活意識の克服の一つの現実的動機が準備
されている」 （15）  
 　ここに尾﨑理論の枢要の内容が展開されてい
る。 
 　③　尾﨑の主要な論点は既に見た。ここで
は，所有変革の仕方に関するもの，および労働
者の意味についてなどを見ておきたい。所有変
革に関しては，尾﨑は「2筋の糸」を言う。―
第 1の糸＝生産の社会化または広い意味での労
働の社会化と貧困，隷属，搾取の増大＝労働の
疎外または貧困化。 
 　第 2の糸＝「社会勢力としての労働者の階級
結集とその能動的作用」ここでも「従属関係を
含まない商品貨幣関係を介しての従属関係の展
開」 （16） が言われる。 
 　このような規定の上で，労働者については―
1，「客観的な経済的階級としての労働者」であ
る。1のみにとどまるならばそれは「平板な経
済決定論」と言える。2，「自分自身をいわば労
働者それ自体にとっての階級に組織した労働
者」である。ただそれのみにとどまるならば「陳
腐な主観主義的超急進主義」 （17） となる。 
 　生活意識―1，所有意識―「それ自体がその
体制にとっての一個の‘生産力’であるような
‘生活意識’である」，2，組織意識―「階級を
領導する社会変革の理論となりうるような，そ
うした‘生活意識’である。」 （18） 労働者，生活
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意識のいずれにおいても，客観的な経済的階級
あるいは生活意識と，科学的に分析され認識に
裏付けされた労働者像と，2面的，重層的に把
握されていることが分かる。 
 　尾﨑理論，あるいは尾﨑による『資本論』研
究の方向性がここにはうかがえる。 
 　④　尾﨑はもともとイギリス革命の研究者で
もある。本書の「近代的土地所有の歴史理論」
はそのためにおかれたが，同時に『資本論』研
究にも斬新な視角が述べられる。まずイギリス
革命の土地変革については「ブルジョア的土地
変革の地主型」と規定する （19） 。地主型は資本
主義化に対する抵抗要因として，資本主義の純
粋の進化を妨害する前資本主義とするイメージ
がある。しかし，尾﨑はそうではなく，資本主
義の時代が始まり，それへの胎動が進むその時
代においては，地主は，あるいは地主も，自ら
の立脚点を封建的土地所有関係に固執するもの
ではなく，新たな資本主義的関係の土台の上に
移行する。地主経済と農民経済において，農民
経済が主力になれば純粋の資本主義が成立し，
それが抑えられれば地主的前資本主義的関係が
長く支配するように見える。しかし，そうでは
なく，地主階級の資本主義への適応過程もまた
進むのである。「農民経済のブルジョア的進化
が進めば進むほど，領主経済のブルジョア的
進化もまた進み，前者が弱ければ後者も弱い
（……両者は逆比例ではない……）」 （20）  
 　マルクスは『資本論』の主要素材をイギリス
から取っている。しかし，そのイギリス資本主
義についてマルクスは地主の支配も小農民の制
覇もそのどちらも語ってはいない。差額，絶対
両地代論の前提にある生産関係は，資本・土地
所有・賃労働のみであり，その土地所有は近代
的土地所有である。尾﨑はこの点は『資本論』
には発生論的アプローチはなく，近代的土地所
有が前提されればそれで資本主義分析は足りて
いるとした。これは抽象的であるが，それが特

徴となっている。「マルクスにとっては，結果
としての近代的土地所有だけが問題であって，
それがこのいずれから転化されたかはどうでも
よいという『資本論』の抽象性」 （21） と指摘され
る。これは，日本資本主義分析に関わる所でも
ある。尾﨑は，戦前の日本資本主義＝旧体制・
旧弊に支配された型をもち，その崩壊は極めて
困難な資本主義，それが戦前の資本主義である
という説に対して，『資本論』の論理に立てば，
旧体制であっても，資本主義が既に進行する時
代のなかでは，無意識的な領域も含めて旧体制
の保持者とみられる層においても，自らの立脚
点を資本主義的なもの，あるいは商品・貨幣的
なものに入れ替えていくものであり，固定的で
はなく，そこに資本主義のダイナミズムがある。
最後に，この点に関わる尾﨑の短いが端的な指
摘を見よう。―「土地所有の（型）→農業の（全
構造的特質）→当該資本主義の類型，といった
順序で因果づけるいわゆる比較史的類型（構成）
史観が現れ（これは…）広く資本主義発展史全
体の研究に深刻な硬直化をもたらしてきた。」 （22）

 ここには，歴史分析を超えたところにおける理
論研究の余地が残されていることが窺える。 
 　⑤　最後に未来社会に関するところを見てお
きたい。それは人間化として一括される 5つの
循環である。1，共同的生産，2，共同労働，3，
労働力の個人的所有・生産手段の共同占有，4，
労働生産物の個人的・共同的所有，5，生活手
段の個人的所有である。それにつき，「そのほ
とんどすべてが，結局は，生産的・個人的消費
を含む‘その単純な抽象的な諸契機’において
とらえられた‘労働過程’の諸規定」である （23） 。
資本主義的生産過程は労働過程と価値増殖過程
との統一として分析された。価値増殖過程は剰
余価値の生産として資本主義の特質である。そ
れが否定される未来社会で残るものは労働過程
の諸契機であろう。尾﨑はマルクスの未来社会
については，見られる通り単純に把握していた
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ことが分かる。つまり，それは，現実にそうな
るという結論ではなく，資本主義の剰余価値生
産のシステムが否定された土壌に現れてくる世
界を論じたに過ぎない。現実の社会主義におけ
る多面的な利害の錯綜について述べることは不
可能であろう。そこまでがマルクスの分析であ
る。ここには，『資本論』研究の隆盛期という
言辞からは解放された地平における『資本論』
研究の世界が広がっている。先にも触れたよう
に尾﨑の論考が現れたのは，社会主義崩壊の時
であった。その時点において，ソ連などを語ら
ないことは，『資本論』研究における膨大な残
された領域について暗示している。思考が始ま
るのは，これからである。 

 （三）おわりに 

 　以上，河上，内田，見田，尾﨑の足跡を見て
きた。河上は『資本論』研究の黎明期にふさわ
しく，貧困化から始め，富者の奢侈説を乗り越
えて，『資本論』研究の展望を示した。内田は
アダム・スミスとの対比を試みたが，新たな社
会を商業社会というビジネスの世界と見，分析
したスミスと，マルクスはどのように共通の土
俵の上で結びつくのか，検討が続く領域であ
る。見田はヘーゲルとの対比を意識した分析で
あった。見田が『資本論』研究における「権威」
を見たのは卓見であろう。 
 　最後にこれからの指針について簡単に触れて
おきたい。まず検討の対象となりうるのは「プ
ラン問題」である。1，3大社会階級―資本・
土地所有・賃労働，都市と農村，2，国家（租
税，国債，人口，植民地，移民），3，国際分
業，輸出入，為替相場，4，世界市場と恐慌，
概略このようなプラン，その原文は以下。「編
別区分は，明らかに，次のようになされるべき
である。すなわち（一）一般的抽象的諸規定。
それらはしたがって多かれ少なかれすべての社

会的諸形態に通じるが，それも以上に説明した
意味で。（二）ブルジョア社会の内的編成をなし，
また基本的諸階級がその上で存立している諸範
疇。資本，賃労働，土地所有。それら相互の関
係。都市と農村。三大社会階級。これら三階級
のあいだの交換。流通。信用制度（私的）。（三）
ブルジョア社会の国家の形態での総括。自分自
身にたいする関連での考察。（不生産的）諸階級。
租税。国債。交信用。人口。植民地。移民。（四）
生産の国際的関係。国際的分業。国際的交換。
輸出入。為替相場。（五）世界市場と恐慌」 （24）  
 　『資本論』ではそのどこまでが論じられたか
は論争の一テーマであった。ただ明らかなこと
は，資本分析の脈絡の中で，貨幣論の最後が
「世界貨幣」であり，労賃の最後が「労賃の国
民的相違」であったように，マルクスの視野に
は資本分析の各段階における国際的問題が絶え
ず視野に治められていたという事である。この
点あらためて検討するには魅力的なテーマであ
ろう。 
 　資本主義の 3大階級は資本，土地所有，賃労
働であった。この点について，3者は相互に条
件づけ合って 3大階級をなしていたという指摘
がある。 
 　①　資本は資本とは区別される価値，すなわ
ち，差額，絶対両地代を生み出す。したがっ
て，資本は近代的土地所有の創造者である。つ
まり資本→土地所有「資本は……資本とは特有
のかたちで区別された価値または富の形態を措
定しなければならない。それが地代である。
……。資本は，その本性からしても，また歴史
的にも，近代的土地所有を，地代を創造するも
のである。それゆえにまた資本の作用は，土地
所有の古い形態の分解としても現れる。」 （25）  
 　②　資本によって生み出された土地所有（近
代的土地所有）は今度は，土地と共にあった
生産者を土地から駆逐する。駆逐された生産者
は，資本蓄積の進展の中で賃労働者という新し
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い階級として登場する。「賃労働は，その総体
性においては，まず土地所有にたいする資本の
作用をとおして作り出され，次に……土地所有
者自身をとおして作り出される……。」 （26） 土地清
掃，土地からの生産者の駆逐。この①と②で資
本，土地所有，賃労働と言う 3大階級が合法則
的に生み出されたのである。 
 　③　賃労働による，駆逐された土地への回
帰，賃労働からの解放「賃労働の側からの，土
地所有の否定と，土地所有を介した資本の否
定。すなわち，自己を自立的なものとして措定
することを欲する賃労働。」 （27） マルクスの経済学
研究プランはこのように，資本分析の時点です
でに世界市場が視野に収められ，3大階級は互
いに条件づけ合う形であることが示されている。 
 　マルクスを語る場合，史的唯物論の命題，特
に，資本主義→社会主義・共産主義の脈絡の中
で，社会主義・共産主義との不可分の脈絡の中
で論じられてきた。しかし，それでは，『資本
論』の結論的部分に置かれているのは共産主義
社会の到来であったかであろうか。『資本論』
第 1巻の最終章は，「近代植民理論」である。
旺盛に論じられてきた，「否定の否定」と「個
人的所有」の再建は，最終章の 1つ手前の章，
資本の創成を論じた第 24 章「いわゆる本源的
蓄積」の最終節・第 7節「資本主義的蓄積の歴
史的傾向」である。歴史的帰結ではなく，傾向
であることは注目されるべきであろう。第 1部
の最後の「近代的植民論」こそ上に述べた，資
本・土地所有・賃労働における，直接的生産者
を駆逐した近代的土地所有を組み込み，とりわ
け賃労働の定在を確認したものである。第 1巻
の最終章は，未来社会は出てこず資本主義的生
産関係の必然性の再確認で終わっている。それ
では第 3巻最終章はどうか。第 52 章の最終章
は「諸階級」である。ここでも，賃労働，資本，
土地所有者という 3大階級の確認で終わってい
る。やはり，展望は共産主義ではなく，終始焦

点にあったのは，資本主義的生産関係であった。 
 　以上，研究ノートとしての『資本論』に関す
る簡単な考察は終わった。しかし，それは，終
わりではなくて，始まりである。 
 　（補遺）一つの研究テーマのみを挙げておき
たい。本稿と直接の関連はないが，『資本論』
労働過程論では，自然条件（土地自然）の，人
類社会に対する圧倒的な先行性が説かれてい
た。今まで「自然に優しく」というテーマが繰
り返し論じられてきた。しかし最近は，「自然
に優しく」と並んで，地震，津波，山崩れ，ハ
リケーンなど自然の人間に対する脅威が示さ
れている。自然の先行性と，人間に対する自然
の圧倒的な存在という問題と社会システムの改
革という問題は，どこで統一的な世界観を得る
ことが出来るのか。自然の驚異という側面は社
会システムには関係がないことなのか。ここに
も，現在のところ回答不可能な問題があると思
われる。検討は続く。 

 （2017 年 10 月 4 日　脱稿） 
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間自然・土地自然』（勁草書房，2008 年） 

 （4）河上肇『貧乏物語』（新日本出版社，2008 年）引
用順に，序文，188 頁，林のものは 226 頁 

  なお最近『私の「貧乏物語」―これからの希望をみ
つけるために』（岩波書店，2016 年）が出版されて
いる。 

  『第 2貧乏物語』（新日本出版社，2009 年）順に
13，14 頁 

 （5）内田義彦『經濟学の生誕』（未来社，1962 年） 
 （6）見田石介『経済』誌上公開講座・『資本論』の方
法（『見田石介著作集』第 4巻，大月書店，1977 年，
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263 頁〉 
 （7）見田石介「経済学の進歩をはばむ思想上の諸要因」
（『日本の科学者』1967 年 5 月，14 頁） 
 （8）「見田石介教授に聞く―哲学から経済学への歩み」
（『経済科学通信』第 6号，1973 年 8 月，8頁） 
 （9）Karl Marx・Friedrich Engels Werke, Band23，s. 
181，『資本論』第 1巻第 1分冊，大月書店，217 頁 

 （10）ebenda, s. 190 ― 191, 同上，231 頁 
 （11）尾﨑芳治『経済学と歴史変革―労働指揮権とし
ての資本・生活意識・土地所有』（青木書店，1990
年。79 ― 80 頁） 
 （12）同上，111 ― 112 頁 
 （13）前出，『資本論』s. 181 ― 182，邦訳，219 頁 
 （14）前出，尾﨑，99 頁 
 （15）同上，120 頁 
 （16）同上，143 頁 
 （17）同上，直上とも順に，158，159 頁 
 （18）同上，164 頁 

 （19）同上，458 頁 
 （20）同上，396 頁。また「地主的な道を事実上ブルジョ
ア化しない道と解する見解が，根強く存在している
……封建的で，似非非資本主義的な，一個の自己完
結的組織として，固定的にとらえる仕方」（380 頁）
とも言っている。 

 （21）同上，389 頁の注 
 （22）同上，399 頁 
 （23）同上，5つの契機は 282 頁，引用は 283 頁から 
 （24）MEGA, Bd. 1, s. 43,『資本論草稿集①―1857 ― 58
年の経済学草稿第 1分冊』（大月書店資本論草稿集
翻訳委員会，大月書店，1981 年，62 頁） 

 （25）Ebenda, s. s. 199 ― 200，同上，329 ― 330 頁 
 （26）Ebenda, s. 200, 同上，330 頁 
 （27）Ebenda, s. 200, 同上，330 頁。なお，この点に
ついての研究史などは，前出，梅垣邦胤『資本主義
と人間自然・土地自然』（勁草書房，1991 年）を参照。 
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