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資本にとって組織としての活動がし、かなる意味を持っているかについ

ては、これまでのところ原理論において十分に研究されたことがなかっ

たように思われる.資本家は自己の利潤最大化を求めて 、他の資本家と

激烈な競争をくりひろげているのであり 、そこ には資本家相互の聞での

協力関係が成立する余地はいささかも無いかのように考えられてきたか

らである.少なくとも原埋論においては、個尽の資本は市場という競争

場で動く物理学で言う質点であるかのようであり、内部においては複数

の意志の対立があったとしても最終的には統ーされ、原理的に内部情遣

が展開されることはない。延長を持たない質点としての資本は、価格を

はじめとする市場情報を介して間接的に相互に影響しあ うのみである.

そこには遠隔作用はあっても近接作用はなかったと言ってよい.もちろ

ん、こうした展開方法は資本主義の原理論的展開には第一次的には必要

なことである.資本主義が商品経済的利益の利己的追求を動力とし、効

率化を飽くことなく追い求める経済であることは、上のような原理論の

方法自体によって忌も直哉に示されるのだからである.また、非妥践的

な利潤追求活動の果てにこそ、利濁率均等化も貴かれ価値法則のいわゆ

る検証も可能となる.さらに、景気循環が固定資本の制約を周期的に解

除し有機的構成め高度化を押し進めるこをによって 了資本主義の根本的

矛盾たる労働力商品化に由来する労働力供給の不如意を人口法則として

解消していくことも論証できるのである.このように、原理論の課題を

経済法則の解明なり資本主義が一社会として存在しうる綬拠の証明なり

に限定して考えるならば、資本の組織的活動を問題とせず、市場取引を

通じた競争関係だけを考えるという方法も肯定されよう.しかし 、原理

論の課題は資本主義の本質規定の解明に限定されるものではなく、現実

の資本主重量経演を分析する祭の基準ともなることである 1I そうであれ

ば、現実の資本主義において見られる機構なり関係なりの中で、合理的
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これまでも山口重克氏によって、原理論の中で資本結合を問題とする

議論が提出されてきたのだったが"その資本総合の動力は資本力の治

大ということにあり、何か資本の意志を統一するような粂件があれば資

本結合は行われうるとするものであった.しかし、そこでは複数の資本

が合体して単一の資本となることは問題にされたが、その結合の前提で

ある資本の意志の統一過程はプラックーボックスに入れられたままだっ

たし、結合後の資本はあくまで単一の資本として活動するのみであった.

従って、その議論の基本的構えは、原理論から資本結合を排除しないと

いう消極的なものであり、資本組織を原理論で積極的に問題にするとい

うものではなかったのである.よって 、現実の資本主義経涜の分析に適

用するにしても、商人資本が資金を技術者に提供し、産業資本を形作る

というパートナーシップの解明3)には有効であるにしても、いわゆる帝

国主義段階以降の独占組織や企業間組織の解明には、それ自体では抽象

的で不十分なものであったのである.すなわち、現代資本主義にもつな

がるような、資本組事量の分析を原理論に取り込む意欲的な試みを示しな

がら、結局l日来の原理論の枠組にとどまってしまったと言えるのである.

そもそも我々が資本組織を原理的に問題にしようと考えたのにはこつ

の理由があった.'まず、その一つは、我々がすでに行った資本市場の原

理的展開の中で出てきた理諭上の要請から来るものである.我々は論文

「資本市場の理論 J4)の中で、山口重克氏の理論的展開の方向を引き継

ぎ:その展開に理論的発生論を十全に適用し、経涜主体が利濁率径大化

を目指す行動の中で、より効率的な経務機構を要請し、その要譜が何ら

かの主体に担われることで現実化する過程を理論的に叙述するという形

で、資本市場及び稼式制度を展開しようとした.さらに、住ノ江佐一郎

氏の稼式価格形成の理論..を箆まえ 、個別資本家の資本市場における行

動犠式として、配当を目的とした投資行動と 、稼価の変動に基づく売買

差益を目的とじた投機行動の二つを区別した上で、稼式価格の決定要因

について次のように述べた.

「こうした個別資本家的な行動禄式を反映して、資本市緑での鎌価の

経済主休の商品経済的活動のみから展開できるものはすべて原理論で汲

うべきであろう .そ 古したj京f理論で展開されるべき関係の中で忌も重要

なものの一つが、資本家が倒互にとっ結ぶ組織的関係である.

「正した ~ 寸、{二ml~1 係が尚J; f，;出かっ袋行{日 )çj へ こI.!Ii I制 して い く 過詫

て'、いくつかの資本間の組織的関係が問題とされてきた n f街業信用を説

〈際に、産業i車問的役人~出関係に基づいた取引のある程度の継続的性

倍が情報費用との関連で取り上げられた。また、銀行資本によって貨幣

市ぬが締成されていく局面でも‘銀行は産業資本との相対取引的関係を

通じて 、それぞれの信用カに応じて割引率を変化させていく.さらに、

銀行資本相互の間でも、より広い取引範閤を持つ信用力の高い資本に発

券機能が集中していき、預金銀行化した諸銀行による高位の銀行への預

金と再割引の関係を通して諸銀行によるピラミァド型の銀行組織が形成

されていく 傾向が見られる。 しかし、 これらはいずれも市場取引関係の

中で、ゐくまでも結果的に形成された組織的関係にすぎない.商業信用

の前提となる産業連関的な取引関係の継続や、銀行資本と産業資木の間

の相対取引関係は、ょっ有利な取引穏手が見つかることにより容易に変

化していくのーであり、商品市場・貨幣市場・資本市場などの諸市場織機

が成立しても、具体的な個別取引の中には残存せざるをえない相対取引

(I(]性絡の現れにすぎないのである.最後の、銀行組滋の形成にしても、

各個別銀行がflJ潤率極大化を求めて取り結ぶ組織的関係であり、自らの

利潤率の改ー普にメリットがない埼合には当然組織的関係からぬけること

になり、短期的にも強制力を持たないものである.しかし、銀行組議論

は確かに資本の組織の問題を検討する場合には重要な契機となるもので

あり、信用制度が資本市場と篠式制度へと展開していく金議録構論の展

開が、資本の組事量を全面的に検討する理論場を準備していくことになる.

長期的には変動しながら短期的には何らかの強制力を持つような資本の

組織的関係を 、とりあえずここで資本組議と名付けておくと、その資本

組織の展開に金融機構論の媒介が必要であることは重要な論点である.
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形式にもこつの要閃がある .一つは、個別資本家の主観を市坊を還し

て標準化したほ準チ忽配当と、同後の標準千忽預金宇IJ千率の比として

求められる基本俸f畠でゐゐ.乙の基本保価+こは、モの銘柄の市助成過

ル '.' ''V'乙‘ ιi -'，. '.，.ユ!日 0 ・..- ..-" .ljr.II." 

i主録的泡沫のお分であり 、これはj以内~Jな資本市民':; て'は小規模なが ら

;常に存在して いると考えられるが、景気循環の特定局面では相対的に

大規模化し、足定的になるものである.しかしながら、この要因は現

実簿価を基本株価から議縫させるという意味で不均衡紫磁的なもので

あり‘児期的保有後の伝子己を通して産業資本家が順番に得ていた完寅

l&益が . 勝買を希宅する戸1':~資本家が掴渇することで一挙に崩岐し

現実稼価』止、短期的な混乱の後、再び基本稼1面的な要因に回帰するこ

とになる.. j 61 

こうして、依価の決定過程をはじめとする資本市地の現実的巡効を解

明した上で、長々は、資金融通の機構としての資本市場が成立しでも、

呆気循環に本質的な変容は見られず.むしみ資本市場は主fffi.初期に発生

する可能性を持つ証券宍僕恐慌を通じて 、社会的再生産過程の再編成を

促進する効果を持つことを示した.

fこの証券役儀恐慌を通して、うまく売り ζげることのできなかった

資本は大きな損失を被ることになり J銀行信用などを利用して投機を

行った資本の中には破産するものも出て〈る，かくて、投機熱は去っー

産業資本は自らの生産過程にもどっていくことになるが、資金を消耗

してしまったこと によって回定資本的蓄積の遅れをとりもどすこ とは

なかなか鴛しいであろう.一方、投係行動も行勺たであろうが、同時

に株価高を利用して株式発行を行い、その莫大な倉時業者利得によって

効率的に社会的資金を集中していた資本は、すでに新固定資本投下を

広汎に行っており 、それを基礎に景気の上向傾向を牽引するよ うな蓄

積をすすめていく こと になる.こうして、 証券投猿恐慌は、一方の資

本には蓄積を遅らせる効果を 、他方の資本にはそれを促進する効果を

はたす.しかし、投徳行動にのめりこむような資本はむしろ情造的不
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況型の産業に多く、固定資本的鉱張に専念する資本は、新たな基崎産

業部門に多いであろうから.証券投纏25憶は、恐慌、不況中期の競争

殺につづいて 、本絡的な発展贈を前に社会的生産過程の再編成を行う

という 8霊能を全体として有していると 言えよう. J円

このように稜々は、従来の様式資本論につきまとっていた掬神的観念

生成論の方向を払試し、現実的機構発生論としての方向で資本市場を展

開した.だが、資本市場及び稼式制度を、景気循環によって総揺される

これまでの原理論の枠組の中におさめるために、我々はある方法論的限

定を行ったのだった.

山口重克氏の資本市場論にあっては、一方では現実的篠構発生論の筋

に従って、貨肩書市場ないし信用制度の限界を打開するものとして資本市

坊が展望されていながら 、他方ではより抽象的に、産業資本に内在して

いる資本結合への一役的要請から隊式制度と資本市喝が導かれる筋が混

入してくる.産業資本は信用制度を利用して流動資本簿分の鉱張を行う

が、国定資本部分に投下する資金を信用によって調達することは困難で

ある.しかし、産業資本としては固定資本の鉱大にも信用が利用できれ

ば、それだけ資本蓄積を加速できるのだから、長期性の資金筋要は存在

することになる.また、各産業資本のもとの遊休貨肩書資本の中には、固

定資本の償却資金のように長期間遊休するものや、蓄積資金のように必

ずしも再生産過程に束縛されていないものも存在している.それらは安

全性を多少犠牲にしても収益性の高い増殖録会を求める佐賀を持つので

あり、これが長鎖性の資金供給になる.だが、信用の供与期聞が長期化

することは、与信欄にとっては危険が大きくなりすぎるという問題を生

じさせ、受信測にとってもそれが確定利子率で行われる場合には回定費

用要因となって好ましくない.従って、長期性の資金融通を信用制度を

通して行うことには困難が伴うのである.山口氏は、長期資金の融通は

資本そのものの出資方式による以外にないとし、その出資方式を産業資

本そのものに内在している、資本カ噌大のための資本結合への一般的要

請から説いてしまうのである.我々は、山口氏に見られた信用制度の懐
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界の指摘どその打開とのう倒面から資本市場及び様式制度を説く方向を

(( 'ù. i也i過冶 iikJ税 í~ と呼ぴ、これを 白 くべきことを主張した 。 すなおち、

"，1U]住資金の両畳泊万式として 厳守T貨不が、部分的な長J掛ういを経て、チ

い;'"<r...:'i金を仏 I!~十? ~' ''''''1、 t守咋全11 ";: 号ム，-，士、そ判!守怠守!竺十円しに、

うf窃であゐ.これに対して .~ ''Ritドに内在する出!定資本投資のfιl演分

散とい う要請から資本結合を、そして、配当なり経営方針に不満が生じ

た資本が出資分を貨幣形態で回収できる機構として抹式市場を説く方向

を、 夜々は資本結合論的被角と して批判したのであった.資本結合論的

提f~ では、いかにして 隊式制度な り 資本市渇をつが現実機格と して展開

されるのが明らかにならないのであり ‘資本市場が信用制度の後に展開

されるべき必然性が明らかとならないからである.また、資本結合論的

復角では、複数の資本が部分的出資ではあれ対等の立場で結合するとこ

ろから誌を始めるため、資本意志の絞ーといくつかの資本の機能玄志か

らの排除の過程を問題とせざるをえない，しか し、 山口氏のよ うに流通

諭の貨幣融通資本"とい う油象的なレベルの議題を泊提とすると 、資本

意志の統一過程は資本主義的利潤最大化行動に媒介されないものとなる

よとになる.従って、その部分は、山口氏のように原理論ではブラックー

ボックスに入れられるものとするか、訟尾秀I章氏のように共同体的関係

と考える.，以外になくなってしまう.'すなわち、この視角からは、資本

の内部組織を原理的に問題にすること はできないのである .

もっとも 、資金電車通論的視角においても、やはり方法論的限定という

形での制約が必要となるのであった.固定資本として投下する資金を調

達する手段として様式制度を理解すると、株式証券の保有と当該産業資

本の経営権との憶に関連を考えることができなくなる.その点について、

篠崎は次のように述べた.

「従って、縁式形態を当該産業資本が導入し、その現実資本が縁式証

券の額蘭価格に分割されたとしても、資本ll!tmは当初の資本家によっ

て担われ続けると考えておいてよい.その場合、普通はその資本家が

徐式証券の相当数を所有していると考えられるのだろうが、我有の立
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場では、極堵にいえば所有分はゼロであっても担霊能を続けると考えて

よい.これはいわゆる資本の所有と経営の分縫とも重ねて詠 じられる

内容だが、弘の場合そうした現実を理論化したものとしてではなく、

資本家という概念の定義からしてそ うなるとい うのである.つまり.

流通論において 、商品と貨幣はそれらを排他的に専有する 、つまり所

有する流通主体が動かすことになる.そして流通論では海品 ー貨幣を

所有している者が資本家に転ずると説くが、論理的発生論の方法によ

るとそれ以外に説き方はないのだ.しかしそもそも『商品や貨幣を所

有する』とは言えても r資本を所有する』とは言えないのであり 、む

しろ資本家と呼ばれる流通主体の貨幣の継続的培殖行動を外からと ら

えて資本という名称を与えるにすぎない.だからもともと資本の本質

は橡能にあるのであって所有にあるのではない.こ うして成立した資

本家が、競争論で他から信用を受けるようになり、さらにはその発展

した形態として株式形態を通した資金の提供を受けるようになると 、

他人所有の貨幣をも自分の.g;下に取り込むことになり、資本の本質

がE霊能にこそあることがむしろ明らかになるのである.かくして原理重

論は、その最後に資本家の経営能力ないしは資本家的力能というもの

にスポットーライトをあてて終わることになる.他人資金の利用の極

限ケースとして所有ゼロの資本家が懇定されるのも 、こうした文脈に

主主いてである.J 10) 

つまり 、原理論においては、現実の稼式証券が有している株主総会で

の議決権は掻われないのである.稼式を購入する側の資本家としても、

債券の元本保証 r確定利子付というメリ yトを手書Eす代償に受け取るら

のとしては、高配当の可能性とキャピタルーゲインの可能性だけで十分

なのであり、資本市場の十分な発達があれば、篠式の保有者が議決後を

要求することは商品経漬的には考えられない.事正主総会で経営者層が更

迭されたり、買い占めによって乗っ取りが行われたりすることを理論化

しようとすると、どうしても支配と服従という権力論的構成が混入せざ

るを得ず、商品経滋的な誼埋からはみだしてしまうのである.
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しかし 、原理論の中で株式制度と資本市渇が展開されることは、資本

長のぶ T: が，'}[{ïではなくすT 本来的再生~にあゐことを iill らかにす る こと に

つながる.そこに至って資本家観念は所有から解放されるのである.こ

，....... :r， _ ;n..:: .;~:IH 三 ・: ーー ・、-~ uj...、ぞ手iゅ r ， _，;ニ ‘

さらなる効率化を追求する行効が展開できるよフになる .それを明らか

にするものこそが資本組織の理論であり、利潤率経大化行動のさらなる

徹底が資本家相互の組織的関係を生み出し、資本家間の議争の性絡や景

気循環の意味を変容させていくこ とが述べられることになる .-l草々が資

本市主誌を問題に した際には、そう した変容がまだ生じないよフにするた

めに、資本家的カ能が所有の指11{壌から解放されるところで展開を止める

という方法論的限定を行ったのである.その方法論的限定の性格につい

て、我々は次のように述べた.

「しかし同時にこのことは特殊な方法論的限定を稼式資本と資本市場

の理論に議すことになる.その方法主的限定の特鎌性こそが、現実的

な稼式会社の発展が固ま量であることをいわば背後から示すことになっ

ているわけである .その限定こそ ー原理論の中では資本の物化守商品

化は考えないということであり、資本家相互が経営;権をめぐる権力論

的な支配 ・被支配の関係を取り結ぶことはしないということであった.

従って篠式制度もまた企業所有権のパラ売りという意味を持つ ものと

してではなく‘資金量生通関係の高度なー形態として考祭されたのであ

る.この方法上の限定によって様式発行者の慣の困難は完全に無視て'

きるようになり、我qは株式蟻入者の{理の危険度をいかに軽減 してい

くかの問題だけにしぼり込んで思索を深めることが可能になった.た

だ発行者の側の困難は、原理論の外の問題として手付かずのまま残さ

れたのであり 、歴史的な外的要因による 、より具体的な説明にゆだね

られる こととなったのである. J 111 

ここで説明した方法論的限定のうち、資本の物化ー商品化については、

原理論では結局問題にできないであろう.資本とはあくまでも資本家の

貨幣増殖活動を外部からとらえた慨念なのであり、それを商品として売

-8-

買することは合理的な活動犠式とは思われないからである.現実に緯式

の売買が資本の所有権なり経営権なりの分割売買の外観を待って行われ

ているのは、所有観念が西欧において歴史的にかなり強聞なものであり、

所有の形式が過大に適用されてしまった結果であろう.歴史上の産業稼

式会社の生成にあたっては、こうした所有観念が不合理なまでに依大さ

れていたことが、ある意味では経常になり、また逆にその困難を乗り鍾

えるために、資本の所有権のパラ売 りという媛制が行われたのだと考え

られる.

もう一つの方法論的限定である 、資本家相互間の権力的ないし組織的

関係を問題にしないということは、原理論の基礎部分をなす、外的な市

場競争によって貨かれ景気循環によ って総括される体系の内部で資本市

場なり株式市i度なりを展開するための理論的な制限であった.しかし、

資本組織を問題にすることによって、内的で恒常的な競争に貴かれ効率

化を極点にまで押し進める 、原理論の部分理論を展開することが可能と

なるのであり、その方法論的限定は原理論自体の内部でも解除されてい

くべきものである.我々の言う部分的理論とは、こうした従来は暗黙の

内におかれていた方法論的限定を明示的にし、その限定を解除すること

によって原理論の基礎部分に立体的に接続する形で展開される理諭部分

である.このような部分理論の展開によって、原理論は歴史分析や現状

分析の様々な内容の解明に役立てることができるものとなるのである.

資本組織の理論は、こうして、資本市場の理論の延長上に、所有概念の

再検討を媒介として展開されるものである.我qが資本市場の理論を展

開したときに、理論的解明の必要上置いていた方法論的限定を解除する

ことこそ、資本組織の理論を展開する目的ないし理由の一つなのである.

資本組議論を展開するもう一つの理由は、原理諭の内窃からの要請で

はなく、段階論において問題とされてきた金議資本の概念を再吟味する

必要があるということである.このことは単に金量資本概念を見直すこ

とだけではなく、段階論の性格そのものの再検討にもつながることであ

る.ともかく、これまで段階論でしか展開されないとされていた概念な
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いL摂構の中にも 、経済主体の合E型的活動に基づいて展開できる部分に

ついてはj点用品でその治定をRJj縫にしておくことが可能でらあり必要で

もある.製鉄楽と鉄道楽と いう収実の産業連日目と 、ドイツ アメリカの

f ‘ ii';~; '.~~l- ~ ::.'三えた'ニニ去二心 ，，、..:-;.5;':Jl 'こ~ ::_ : ~， 

状を分析する際に、金融資本なる概念の使い道について合乏を見出す

ことはむつかしい.となると一層、この慨念の効用が疑わしい.ある

いは、むしろ不効用の方が大きいというべきだろうか.. j 1:) J 

石見氏は、宇野弘践の三段階論の体系、中でも支配的資本の蓄積複式

をm底に遣いて資本主義の歴史的変容を巨視的に把皇室する発展段階請は、

謄史認識を一段と深化させてくれたことも評価する.しかし、金融資本

などの枠組にこだわりすぎることが現実認議を歪ませたり、より重要な

問題の所在を見失わせたりする ことがあることを危倶しているのである .

それでは、 E重味な金肩車資本概念をより明確にま量定すれば分析基準として

使用することは可能なのだろうか.石見氏はその点には言及していない

が、袋有としては金融資本の位置付けにすでに問題があると考える.金

融資本の療念規定の内、原理的に、つまり経清主体が利益を最大化しよ

うとして行動する中で生じるものとして展開できる務分については原理

論に吸収し 、歴史的な諸限定を踏まえ 、固有名詞を付して叙述しなくて

はならない部分については、産業連関なり社会関係の歴史的記述と 、国

家の諸政策と財政の分析に任せるべきである.原理論と段階論のいわば

中間に浮かんだ金滋資本の体系上の位置が、すでに概念が暖味なものに

とどまらざるをえない原因となっているのである.石見氏i立、我々と同

様、より有効な分析周具の開発のために金滋資本概念を儀棄すべきであ

ると考える.

「それでは金融資本に代わる概念を用意しているか、と問われると、

弘は当面ないと答えるしかない.私にとって現在、最大の関心事は百

年単位ではなく、過去20年ないし10年単位の変化を捉えることである

が、そうした問題関心から宇野理論の体系をふり返ってみると 、使え

るべき道具があまりに貧弱なことを痛感せざるをえない.これは、理

論化というとすべて原理論ないし段階論次元の大理諭に昇華させ、そ

の一方で、 現状の解明にヒントを与えるよ うな、 中理論、あるいは小

理論の開発に抵抗惑が強すぎた結果である.金融資本概念の不効用と

いったのは、この概念への依存がそうした開発努力の降客になってい

念品虫資本といっ 概念.tlJ.A:についてら.その内al¥にi留品経i斉一般において

合軽量牲を持ち、原理的に展開することができ、またそうした方がよ い部

分が広汎に存在しているのである.いわば金議資本と いう規定を発展的

に解消していくことが‘原f理論そして段階論の意義と目的を明らかにし 、

現実の経済過程の解析に利用していく土で不可欠となっていると言って

よい.

金面査資本概念の持つ効用への疑問についてはすでに何人かの人々によ

って述べられているが、ここでは石毘徹氏の論文 「金議資本概念の効用J

I zl によ って見ておこう.氏は論文の末尾のお分で、長気循環史を金融

在本概念に依処 して分析することは必要な諸連関を見失わせ、すべて金

級資本の蓄積様式に還元して考え させて しま っ点で大きな問題があるこ

とを縫摘 した上で、;突のように述べる

「結論を先般りしてい うと 、金融資本概念の有効性に対して私はきわ

めて懐疑的になっている.なぜかというと 、この概念自体があいまい

であり アぞれゆ乏に分析概念たりえないからである.この概念があい

まいだというのは、ヒルファディングを滋泳し 、ド イツ型の銀行を背

f去において『典型的』 な金滋資本を捉えよ うとした宇野『経済政策諭』

第三震においても 、 『金量生資本の諸相』と題 してドイツ以外にイギリ

ス、アメ リカが取り上げられてはいるが、後の二者がどのような位置

付けで、なぜ論じられねばならないか、が明瞭ではないことを懇い起

こすだけで十分であるう.金滋資本はいわば随有名誌を付したタイプ

として捉えるしかないのか、ある いは一般的規定が可能なものなのか、

後者であるとすればその定義はどのようにすべきか、こうした論点に

はいまだ決着がついていない、と いうのが実状であろう.ましていわ

ゆる段階論の次元を こえて、 われわれが眼前にしている資本主義の現
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が高い場合、資本家の組織的関係はある程度恒常的なものとなり、資本

の内部組織が形成される.その内部組織の中では、資本家問互の闘での

出力関係が形作られるだけではなく 、資本乏志のま主ーをめぐる競争も行

われることになろう.外部の他資本との鏡争関係の中で主導的な資本家

の方針が当該資本を不利な状況に導く ことになれば、資本家闘で地位の

交代が行われるからである.こうした競争を通じた笛力関係の中では、

従来 、労働力の担い手と してのみとらえられていた労働者も内部組織を

構成する主体としてとらえなおされ、資本という 運動体の内怨は、主導

的な資本家を頂点とした也働組織となっていく.資本家ー労働者両方の

レベルにおいて、主体相互の銭争は外部と内務のそれらに二重化され、

より緊迫した競争が譲されていくことになる.主主qは、このような資本

の内第組織の態穫を、山口重克氏、須藤修氏、松尾秀11氏らの企業の内

務組織と労働者の在り方をめぐる原埋論的な論考と 、馬場宏二氏と告書本

寿朗氏の主と して現代日本資本主義をめぐる現状分析的な論考を通して

明らかにしていこうと思う.その中で、内部組織とい う資本組織論の展

開が、搾取論的な労働者I把握とは異なった、主体と しての労働者の存在

儀式をとらえる理諭場を準備することも示されるであろ う.

さらに第3意において、資本組織論の原理的な展開が、原理論の諸規

定にどのような変容を与えるかが検討される.その場合の考察部面は、

景気循環の問題と他の経涜閣への直接設資の問題の二つある.前者につ

いては.我々 によってすでに、資本市場ないし株式制度が展開されても 、

資本の組織的関係を問題にしないという方法論的限定があれば、基本的

に変容が生じないことが確認されていた.しかし、その方法論的限定を

解除し 、資本の組織を問題にするとき 、景気循環の意味なり態様なりに

変化が生じていくことが示される.その変化は資本組織そのものの形成

から来ると言う より、資本組織の形成と同時に起こる議争の意味の変化

が原因となるものである.現実の景気循環は、周期的循環の係機と 、そ

の周期牲と規則牲を崩すことを可能にし 、また実際に崩す要因とい うこ

つの契機の合成によって生じると考えられる.どちらの契憶が強く出る

る、と思うからである<> j I・3

~々にとって、念日生資本のS理念に代わるべき緩念と は 、 ま さ に資本組

織である.現状の解明に必要なのは健かに現実の中の問題を摘出して見

むのであるとは与えない.i京E哩論は遜々の方法;量的限定の解除によ「 て

俊々な部分理論を持つことになるのであり、総体としての原理論のみな

らず、その各部分理論が現状分析に直接役立てられることになるのだか

らである .

資本市上持論において我々が議した方法諭的限定の解除、及び金量生資本

概念の発展的解消という 二つの動医によって、我々は資本組畿の理論を

展開していかなくてはならないのだが、その体系はいかなる構成をとる

べきであろうか.

まず 、 我々は~l 草において、これまでの経涜理論の展開の中で、資

本の組織的関係について、ある いは金滋資本の一般的規定について述べ

た後々な叙述をとり上げ、資本組織の原理的展闘の方法と内容を祭る こ

とになるであろう .そこで検討されるのは、マルクスの『資本論A、ヒ

ルファディングの r金量生資本論』 、パラン=スウイ ージーの E独占資本』

、そして宇野弘蔵、岩田弘氏、信美光彦氏、足場宏二氏、大内力氏、小

野英祐氏らの金政資本論である.ぞれらの論述の含意が明らかにされつ

つ、 原理的な資本総滋論と して読み燦えられていくことになる.そして 、

資本組議を原理的に後 うためには資本家的活動と所有との関係の再検討

が必要となることが導かれ、資本組織の種々の展開相と限界が明穫にさ

れていく.その場合重要なことは、資本級事量はあくまでも利潤率極大化

を目指して形成されたり分解されたりするのであって、組織化が時間と

ともに進むよ うな不可逆なものではないことである.資本家は後々な状

況によって組織的関係を絡んだり 、解いたりするのであり 、資本組重量の

形成は可逆性を持った過程なのである.

続く第2章では、資本組織の特殊な形態として資本の内部組織が問題

とされる.組織的関係を結ぶことによって得られる長期的利益の可能性

qι qa
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かは歴史的技況による とされる ととになる .，こう じた景気循環の部面の

#祭は、}-i1啄四郎氏のj孟%循忽諸とそれを批判しよ うと した石えi也氏の

諭~'の比較 ・後討を i雌 じて 行わ孔るであるコ .
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第 1~主 マルクスの資本組織論

ては、それ自体、資本主長の凶f干の..&昧での空間性の排除と いづ方法論

的限定によ って原理論では本当には問題にされていなかった複数経演闘

を、為替市喝論の原理的展開の中で考察することが前提となる .それに

加えて、資本組穫を原理論に取り 入れる ことで初めて、 圏外直援設資が

E聖;量的に問題とできるのである.方法論的限定を二重に解除するわけで

ある.こうした直後投資論を原理的に展開しよう とした試みは未だない

ので、 我々は安保哲夫氏のアメリカの戦間期の直接銭資に隠する分析を

手がかりに して.理論的叙述の方途を探ることになろう .

マルク スが『資本論』 の中で資本家栂互の間や資本内部で形成される

組織的関係について理論的に検討 している筒所は、何といって も第3巻

第 5篇 「利子と企業者利得とへの利潤の分裂 利子生み資本』の中の、

第23~在 『 利子と企業者利得 J 及び第27章「資本主義的生産における信用

の役割」である .我々は.これら二つの章について考察を深めていくこ

とに しよづ.マルクスの利子生み資本論は、貨幣資本家が機能資本家に

資金を貸付け、この資金が懐1m資本家のもとで資本と して噌婚し、その

一部が利子として貨幣資本家に支払われるという一般的規定からまず始

まっている.そして、こ うした一般的な利子生み資本の具体的な形態と

して、商業信用と銀行信用という信用制度と隊式制度の二つが展開され

るとい う構成になっている.こう したマルクスの貨幣資本家と篠宮E資本

家との関係規定を生かそ うとするのが、資本市場ないし禄式制度の展開

における資本結合議的復角であると言ってよいが、資本家はその活動性

によ って資本家たりうるのであり 、利子を自己資本の利潤として満足す

る存在ではありえないのだから、資本に内在するま吉合への一般的要誌と

いう形で、株式制度を問題にすることは望まし くない.信用貌度論の展

開の延長上に、資本市場と稼式制度、そして資本組織が展開されていく

ことによって初めて、自己の利潤長大イヒを求める資本がたとえ短期的な

ものであるにせよ 、他の資本家と組織的関係を結ぶことが設きうるのだ

からである.

ともあれ、 r資本論』第23章の冒頭でマルクスは、次のように述べて 、

利子が剰余価値の分割部分であることを強調する.

「前の二つの章で見たように、利子は、もとも と、 担霊能資本家として

の産業資本家や商人が、自分の資本ではなく借り入れた資本を充用す
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るかぎり 、この資本の所有者であり貸し手である人に支払わなければ

でふ¥ご ... J! '"・ メ'ア よ'てかな '-....._. 、て -̂:. _; þ 与を 'J \ ..) 、 N'-~

利子生み資本という資本物神を導き 、資本主義の倒錯性を批判するため

である.しかし 、筏々は現実を分析するための基準として 、現実的保憎

発生論に基づいた原理論を必要としているのであり 、物神的観念生成請

の筋は排除 しな くてはならない.自己資本で活動している資本家が利子

部分を個別に計算することには何らメリットが認められない以上‘原略

的にはそこに利子苑憶を考えることはできない.ただし、自らの活動す

る産業部門の技術的必要や競争状況、需要の状態などを考え 、信用によっ

て涜動資本部分を鉱大したり、篠式if;Il度を利悶することによって固定資

本の拡張のための資金を調達することも考え合わせて、本来の自己資本

と借り入れ、ないし様式発行による調達部分の割合を決めるとい う行動

はとるはずである.その際、あるべき総資本規模や期待利演との関係で、

利子や配当の支払いを計算に入れることは当然である .マルクスのよう

に物神性批判として質的分割を問題にすると、上のような資本家の現実

行動が認議できなくなってしまうのである.だが、我々は物神性批判を

目的として理論展開が行われる場合の問題点を見るために、マルクスの

思考を追うことにする.

マルクスは利潤の量的な分舗が資本家の観念の中で質的な分割になる

ためには、貨幣資本家と徳能資本家とが、単に法律的な関係においてだ

けではなく 、再生産過程で全く異なる役割を担う 主体でなくてはならな

いとし、次のように言う.

fこうして、 借り入れた資本で仕事をするかぎりでの産業資本家にと っ

ても 、自分の資本を自分では充用しないかぎりでの貨幣資本家にとっ

ても 、同じ資本にたいして 、したがってまたその資本によって生みだ

される利潤にたいして別々の請求権をもっ二人の透った人のあいだで

のま器科潤の単に量的な分割が、質的な分割に変わるのである.科書司の

一方の穆分は、今では、 一つの規定における資本にそれ自体として帰

属する果実として、利子として 、現われ、他方の部分は、反対の一規

定における資本の独自な果実として、したがって企業者利得として 、

現われる.一方は資本所有の単なる果実として現われ、他方は、単に

なら :j:いとこみの、 千1I初すなわち，'!!I;i，j歯舗の ーぷ分にはかならない ら

のとして現われるのであり 、もともとそういつものなのであり、また

自分の資本だけを充用するならば 、このような利潤の分割は起きない

のであって 、利測はすべて彼のものである.じ っさ い、資本の所有者

たちが自分でその資本を再生産過程で充用するかぎり 、彼らは利子率

の決定の競争に加わらないのであって 、すでにこの点にも、 利子とい

う範稔ーこれは利一「率の潟定なしにはありえないーが産業資本自体の

運動にたいして外的なものであることが現われているのである D j I S】

マルクスの資本組織論の治初である利子生み資本の規定において、貨

幣の所有と資本家の儀後との関係が問題とされていることに我々は注目

すべきである.この後のマルクスの利子生み資本論は、資本組織につな

がる資本家的活効の明縫{ヒの1Jljと 、物神性批判につながる 利子と企業者

手11得の質的分割論の筋とをからませながら展開していくこと になる.

マルクスは貸付資本が再生産過程で機能した結果生み出される利潤l立、

貨幣資本家と 機能資本家との力関係によって分割jされ、手11子準は2種類

の資本家の競争によって決まるという現実の機舗を述べた上でJ 質的分

割論を次のように持ち出す.

Iそこで出て くるのは次のような疑問である.このよ うな、純干1I潤と

利子とへの純粋に歪的な利潤の分割が質的な分割に一変するというこ

とは、どうして起きるのか?言い倹えれば、自分の資本を充用するだ

けで借り入れた資本は充用しない資本家もまた自分の総利潤の一部分

を利子という特別な範暗に繰り入れて 、そういうものとして個別に計

算するのは、ど うしてなのか ?したがってさらに進んで言えば、いっ

さいの資本が、借りたものであろうとなかろうと、利子生み資本とし

て、 純利潤をもたらす資本としての自分自身から区別されるのは、ど

うしてなのか?J I‘' 

明らかに、マルクスがこの質的分割論を展開している目的というのは
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幣所有を根拠とする利子と活動の報酬としての企業者利得とを区別する

ようになっ、 利潤の質的分担iが完了するとい うことである.だが.:fll r 
の部分はl.l溶の所有それ自体から生巳るとい うがl子生み資本とい う物神

凝念は、原理論で展開されるべき合鍵的なものであろ うか，資本家は自

己の活動に国つてのみがl潤が生み出されることを当然認議して いるので

あり、ただ、 利潤の再投下によ って自己資本のみによる蓄積を行 うより

も、資金の借り入れや傑式制度の利用によ q て蓄積速度を速めたほう が

有利な由主りで、利子や配当を支払って 他人所有の貨幣を集めるのである .

利子や配当を支払 うのは、それを行わなければ資金を調達できないから

であって、 決 して貨幣の所有自身が利子部分を生み出すとい う観念に支

配されているからではない.物神的観念生成論の方法がマルク スの論理聖

展開にそのよ うな転倒を生ぜしめている.そ して、マルクスは、企業者

専11得の観念が労働者への持取を隠蔽するこ とを次のよう に批判すること

になる.

「そこで、彼の頭のなかでは必然的に次のよ うな観念が発達してくる .

彼の企業者利得は けっして賃労働に対立するとか他人の不払労働で

しかないとい うようなものではなくーむしろそれ自身労賃であり 、監

資本を用いて程堅持Eする こと の果実として、 過程進行中の資本左しての

寸し℃、ょのよフに .必利益到の一つのd草分かまるでそILぞn一つの本

輔が1:，こ;';..，た滋 r1~1;、ら I~. r.' i~' トグ3 ヒヲ'こワー U に勺 Jと'... <1{守-1-/じことに、

いまや総資本家隙級にと ってら総資本長こと って も縫定的にならざるを

えない.しかも、その場合、徒動的資本家によって充用される資本が

借り入れたものであるかどうか、または、貨幣資本家のものである資

本が彼自身によ勺て充用されるかどうか、はど九らでもよい.どの資

本の利ifllも‘したが「てまたま古資本相互の均等化にもとづく平匂利潤

も、 二つの質的に巡っており互いに独立していて互いに依存しない部

分に、すなわちそれぞれ特猿な諸法則によ って規定される利子と企業

局中IH与と に、分かれるのである.または、分解されるのである.自分

の資本で仕事をする資本家も、 借 り入れた資本で仕容をする資本家と

|両lじよ うに、自分の総千Ilij型を、資本のi折fl'告としての自分、自分自身

への資本の貸し手としての自分に対属する利チと、 治効的な録ll~する

資本家としての自分の帰属する企業者不!得と に分割する.このように

して、質的な分割としてのこの分割にとって は、資本家が現実に他の

資本家と分け合わなければならないかどうかは、どうでもよいことに

なる.資本の充用者は、自分の資本で仕事をする場合にも 、二人の人

に、資本め準なる所有告と資本の充用者とに.分裂するのである.後

の資本そのものが、ぞれがあげる利潤の諸筏培との関連から 、それ自

体として利子を生み出す資本所有すなわち生皮過程のそ との資本と、

過程進行中の資本と して企業者平11得をあげる生産過程のなかの資本と

に、分裂するのである. J 17 J 

結局 、ここで述べられているのは、資金を他から借り入れた場合に、

手11潤が事実上手11子とそれ以外の部分に分割されるとき 、利子以外の部分

についてのみ資本家の活動に基づく部分と見なされ、それが企業者利得

とされる ということである.そして、 そういった企業者利得とい う観念

が資本家の中で生 じれば、自己資本のみで活動する資本家も 、自らの貨

督賞金であり 、・agesof superinlendenee of labourであり 、普通の

賃金労働者の賃金よりも高い賃金である.なぜ高いかと言えば、(l)

その労働が複雑労働だからであり 、(2)彼が彼自身に労賃を支払うの

だからである.彼の資本家としての機能は、剰余価値すなわち不払労

働を、しかも最も経務的な条件のもとで、生産することにあるという

ことは、完全に忘れられる.それが忘れられるのは、資本家が資本家

としての穣箆をなにもしないで単なる資本所有者である場合にも利子

は資本家のものになるのに、反対に企業者利得はたとえ機能資本家が

自分が1lII~するための資本の非所有者であっても彼のものになる 、 と

いう対立のためである.利潤つまり軍司余価値が分かれる二つの部分の

対立的な形患のために、両方とも斜余価値の部分でしかないというこ

とが忘れられ、また、剰余価値の分銅は盛時余価値の佐賀、その起源、
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その存在条件を少しも変えることは出来ないというととが忘れられる た上で、その監督労働と資本家との関係を次のように述べる.

「資本主義的生産それ自身は、抱擁の労働がまったく資本所高から分

緩されて街頭をさまようまでにした.だから ‘この指嫁労働が資本家

によって行なわれる必要はなくなった.音楽街傷者がオーケストラの

楽誌の所有者である必斐は少しもないし、他の楽士たちの『賃金』に

なにかの関係を持つということは指揮者としての彼の徳能には属しな

い.~同組合工場は、資本家が生産の縫能者としていらなくなったこ

とを証明しているが、それは、資本家自身が、最高の完成に達すれば、

大土地所有者をよけいなものだと思うのと間後である.資本家の労働

が、単に資本主義的な生産過程としての生産過程から生ずるのではな

く、したがって資本とともにおのずからなくなるのではないかぎり、

それが他人の労働を採取するという篠宮Eに隈られるのではないかぎり、

つま り、それが社会的労働としての労働の形懸から生じ、一つの共同

の結巣のための多数人の結合と笛業から生ずるかぎり、そのかぎりで

はこの労働は資本とはかかわりがないのであって、それは、ちょうど

この形態そのものが、資本主義的な外皮を被ってしまえば、資本と は

かかわりがないのと同様である.もし、この労働は、資本主義的労働

として 、資本家の機能として 、必要だ、と言 うならば、それは、資本

主重量生産様式の胎内で発展した諸形態を俗物はそれらの対立的な資本

主義的性格から分荷量し解放して考えることができないということ以外

には、なにも意味しないのである.貨幣資本家にたいしては産業資本

家は労働者である、といっても、資本家としての、すなわち他人の労

働の搾取者としての、労働者である.この労働の代償として彼が要求

し収得する賃金は、取得した他人の労働量とちょうど同じであり、ま

た、彼が搾取に必要な骨折りを自分で引き受けるかぎりでは、直接に

この労働の搾取度によって定まるのであるが、しかし、彼にとってこ

の搾取のために必要であり彼が適当な支払と引き換えに管理者に転嫁

することができる努力の程度によって定まるのではない.いつでも恐

慌のあとではイギリスの工場地稽でよく見受けられるのは、以前の工

J、ーであら 。

たえ:、ょうしたマルクスぶよる£采.ijt1j心の鋭主主の批1"jは必すしt>!ai
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少なくとも一部には経演にと って実質的な後拠をもっl函があることを言っ

ていることになる.

「労働の監管賃金としての企業者利得の観念は利チにたいする企業者

利 í~~の対立から生ずるのであるが、この観念はそれ以上の次のことの

うちに見いだすのである.すなわち、実際に利潤の一部分じ労賃とし

て区分されることができるし、また現実に区分されてもいるというこ

と、またはむしろ遂に、労貨の一部分は資本主義生産後式の基礎の上

では利潤の不可欠な成分として現われるとい うことである.この節分

は、すでにアダム・スミスが正しく見いだしたよ うに、そのま翼線など

が管f1-liに特別な労貨を与えるのに卜分な分業を許すような事業部門

の管理者の給科において、純粋に、独立に、そして一方て1王手IJ潤 (和l

子と企業利得との合計としての }から完全に分縫され、他方では利潤

から利子を引き去ったあとにいわゆる企業者利得として残る部分から

も完全に分荷量されて、現われるのである.) 19) 

企業者利得の一部に、労働の管理への報酬が含まれることは、管理者

への労貨の支払いが企業者利得からは分躍された形で表現されるように

なることを言う前に確認されてよい.マルクスの場合には、労働が価値

を形成することに焦点を当てて分析を行って いるため、労働の監督や指

僚ということに、資本家的活動が極限して表されているのであるが、資

本家的活動はもっと広く生産の級事量や流通・売買の決定、資金肩車通や利

潤再投下の決定なども含めて考えることができる.資本家が自らの活動

の報酬として収得する喜草分は、これらの経務行込によってな得されるも

のと考えられるのである.

ともあれ、マルクスは、監督労働が、多数の偶人が峰業するいかなる

結合的生産様式でも行われなくてはならない生産的労働であると指鏑し
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士号主たちが音寺には臼伶のものだった工場を.今では、しばしば自分の

形態とは異なった歴史貫通的な面を持つことを一方で主張しながら 、そ

れが資本主義的形態のもとでは労働の搾取とは不可分のものとしてしか

あっえないこと を以っ て決して肯定できるものではないと 言ーう.だが、

l竿取論の俗図をここで持ち出すことは、 f理論的にいかなる怠昧を持つの

かを考える必愛がある. 資本ji ;~資 本;の一分肢としてとらえられ、資本

伺玄関の主主争関係が問題とならない生産論的な煙論坊にあ っては、資本

家的活動は問題にできず、その限りで必要労働を越える剰余労働部分を

資本家が剰余価値として取得することは搾取論の枠組でとらえることが

でき ょう.しかし 、マルクスはこの利子生み資本論を、実質的には資本

家稲互の競争関係をも問題とする競争論的な理論場としても量っているの

であり、そこでは資本家の利潤は生産の組織者としての活動の報酬とし

て社会的に認知されるがゆえに存在すると考えられる .

マルクスはここで、 資本家的活動について様磁論的な見方と搾取論的

な見方の二重の視点で見ているのであり、官事者の視点を徹底させて資本

家概念をその録箆に閉してとらえる方向をわずかに示じながらも、後者

の視点によって妨げ られ、む しろ資本家t書能の消極化と存在自体の消滅

を主張するに主るのである。

f管理賃金は、樹立量的管理者の渇合でも産業的管理者の烏合でら 、企

業者利得からまったく分滋されて現われることは、労働者の協同組合

工場にあっても資本主義的篠式企業にあっても同じことである.企業

省利得からの管理賃金の分緩は、他の場合には偶然的に現われるが、

ここでは恒常的である.治同組合工喝の場合には監督労働の対立的性

格はなくなってしまう、というのは、管理者は労働者たちから給与を

受けるのであって、労働者に対立して資本を代表するのではないから

である.一般に様式企業一 信用制度とともに発展する ーは、1I~とし

てのこの管理労働を、資本が自己資本であろうと借入資本であろうと 、

とにかく資本の所有肴からはますます分縫してゆく傾向がある.それ

は、らょうど、ブルジ ョア社会の発展につれて法判や行政の躍霊能が、

.HJ1時代にこれらの機能が所反して いた 土地所有から分縫されてゆく

ようなものである.しかし 、一方では、単なる資本所有者である貨幣

資本家に相霊能資本家が相対L、信用の発援につれてこの貨幣資本その

ものが社会的な性格をもつようになり.銀行に集積され、もはやその

直接の所有者からではなく銀行から貸し出されるようになることによっ

て、また、他方では、借入れであろうとその他の万法であろうとどん

な権原によっても資本の所有者ではない単なる管理者が、自童館資本家

そのものに属するすべての現実の担童館を行なうことによって 、残るの

はただ機後者だげになり 、資本家はよけいな人物として生産過程から

iWえてしまうのて'ある. J 21) 

マルクスは、どうしても資本家を所有に結びつけ、管理労働を管理者

という別の階層に担わせて考えたいのである.それは、それを言うこと

によゥて 、資本家的所有の消滅、従って資本主義の消滅を言 うことがで

きると考えているからに他ならない.マルクスは商業的・産業的管理者

からなる階級の形成と、これら管理者階級内での競争を通して監督賞金

そのものが低下して行くことを述べ、資本家無期論を補強しようとする.

だが、そこには、生産の最終的な組織者としての資本家の11m;と、その

一部分を助手として補う管理者階層の役割との混同がある.それもまた、

搾取論的視角を資本組織論にそのまま適用しようとしたことから生じる

問題である.

マルクスの、様式会社制度の発展を 、資本家事量箆の強調ではなく、社

会主義への体制移行論へと結びつける思考は、第Z7'fJ.でさらに明白とな

る.

「株式会社では、後箆は資本所有から分確されており、したがってま

た.労働も生産手段と明余労働との所有からまったく分継されている.

このような、資本主義的生産の最高の発展の結果こそは、資本が生産

市羽1?'iてある:;rrし'，， ¥1叶ilr，. J) もと で'.'\' ~~ へ と L て 、 "ié い託金て' 主弐 し

ているというよと である. J ::. U)  

、ーー，司 、~ • ;. . ，q "， ::'. 
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者たちの所有に、といってももはや慣々別々の生産者たちの怠有とし

てのではなく、 結合さ fいてこ'主 4主旨であふ彼らの所むと しての 、tf-(liif向

社会所有としての所舎に、内転化されるための必然的な通過点なので

』 一・ ι .:. "h ..，.... ー・ " φ_ ... ~ 1 .~ ... τ ルご、.. 、- ・ 一回
. " 、.‘・仏 。 ~...:l ‘ ー “ 9 山 、 Eミ可 !ニ J口" 、、，.二〉
再生産過程上のいっさいの億能が結合生産者たちの単なる極霊能に、社

会的機能に、転化されるための通過点なのである .j 72 J 

そして、さらにマルク スは続ける.

「これは、資本主義生産様式そのもののなかで資本主義生産後式の廃

止であり、したがってまた自分自身を軍事泌する矛盾であって、この矛

盾は、一見して明らかに、新たな生産形態への単なる過渡点として現

われるのである.このような矛盾として、それはまた現象にも現われ

る.それはある部面では独占を出現させ、したがってまた国家の干渉

を呼び起こす.それは、 新しい金滋賀一族を 、企画展や発起人や名目だ

けの重役の姿をとった新しい鍾類の寄生虫を再生産し、会社の車')立や

縁式発行や縁式取引についてのいかさまの全制度を再生産する.それ

は、私的所有による制御のない私的生産である，. J 2Jl 

マルクスは資本主義と所有とは切り緩すことのできないものであり、

所有がその意味を失うことで、資本主義は社会主義に転化すると考え 、

様式会社をその転嫁点と位置付けたわけである ご所有という歯立めを失っ

た資本主義である、 u;式会社制度は、 当然現実においても穫々の腐朽化

現象を生み出すとするのである.だが、利潤最大fヒを求めての最高の効

率化を目ざしていく資本主義にとって 、所有は不可欠な要素なのであろ

うか.もし、経涜主体の効率化活動にとって所有という機構的関係その

ものが妨げになるような部面があれば、それは乗り鍾えられていくので

はないか.袋々は、マルクスが資本主義の終わる地点と考えたその先に、

さらに効率化された諸像機を展開しなくてはならない.ただその際、マ

ルクスが搾取論や体制移行論に引きずられながらも、信用制度、さらに

は株式制度を媒介として資本組織論を展開しようとしたこと 、そして 、

そこで所有と機能の関係が問題の中心とされたことは大きな示峻を与え
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るものである.

第2iili ヒルファディングの資本組織論

ヒルファディングはその著『金議資本論』の中で、金肩車資本という概

念を理論的に初めて提起した.111々 としては、その金滋資本概念の中か

ら、 20世紀初頭のドイツの歴史的現実に規定された部分を排除し、原理

的な資本組織論の形成につながる務分を読み取って いかなくてはならな

い.その場合、ヒルファディングの金融資本概念が、物神的綴念生成論

に基づく凝錫資本の諭理と、現実的機構発生論に基づく資本市場、そし

て資本組織の展開という こつの系列からなっていることが注意される必

要がある.

まずヒルファディングは、第2篇「資本の動員 援制l資本』、 第7主主

「稼式会社」において、株式資本を媛制資本ととらえ、独自の創業者利

得の概念を提出する.そして、大資本家による多数の縁式会社への投資

によって、稼式会社相互の関や、稼式会社と銀行の間に人的結合が生ま

れること、産業株式会社への銀行の継続的関係が生じることが、ドイツ

の現実を鐙まえて述べられるのである.ヒルファディングのここまでの

叙述は、媛制資本の倒錯性の指摘や銀行による産業稼式会社の支配とい

う歴史的な事実の強調という面が強い.しかし 、偶人企業に対する様式

会社の資金訟通の容易さ、従って蓄積の容易さを述べた後の叙述は、稼

式会社の資本組織的な側面を強調していて興味深い.

「株式会社となった資本主義的企業は、いまでは個人的所有の束縛か

ら解放されて、純粋に筏術の要求するままに膨張できるようになって

いる.あらたな機械の採用や、類似生産部門の吸収や、特許の利用は、

ただ技術的および経済的適度という見繕にしたがってのみおこなわれ

る.所要の資本を調達するための苦労は、私的企業にあっては主役を

演じ 、その膨張力を制限し 、その臨機応変性と不断の戦闘とをそぐが、

そういう苦労は彩をひそめることになる. ，主気はヨリうまく、ヨリ1*
-25--



本的に、ヨリ敏速に利用され 弓ることになる。わけても、これは好景

主、がたつづうじそ Jにないとさには、 ド漫な ーiQ.r.'i.三会".>.汁

ヒルファディングは、ここでは資金調遥の容易さから、ほ式会社の孜

ザif" ' ~-. ~r.千壬 T こ 71 1 L. ，い J 、 . . て(:だ t勺Y.1台に:;;;lil ¥.;i'lj'元

1Iのぷj[IJVi‘り 祥次さnていらたわ (;11エ.;Jl~ 1;長やよfJtl~~'~ J)沼iい.iP正_t¥;危

行という手段によ って社会的資金を集中できるのである.さらにそのこ

と自身と 、銀行による監替が人員の派遣によ 勺て容易になることで、銀

行による信用供与もしやすくもなるのである。だが、夜々の筏点からす

れば、こうした資金調迷の容易きは信用制度の制限を解除するものとし

ての徐式制度そのものと、資本市場の?e展とによってもたらされるもの

であ り、標式会社の持つ組事聾性が原因となるものではない.ヒルフ ァディ

ングによる資本組織論の側面からの様式会社の分析は、株式会社が配当

を上下させることで偏絡競争上、俗人企業ょっ有利であること を指指 し

た後に展開される.

I資本の所有と資本の機能との分離は経営の運行にも拶響する.でき

るだけ大きな速やかなが1r.Jを えようとする所有者の関心、どの資本号室

魂の うちにもまどろむこのiU!衝動は、株式会社の抱導者たちにとっ

ては、ある程度経営上の線技術的要求の背後に姿をひそめる.かれら

は経営の装備や、 l日式設備の近代化や、また新領桟征服のための銭争

犠の遂行ゃを、弘的企業者よりは続力的にi皇求し、こうした要求をみ

たすためには株主たちの径牲をらかえりみないだろう .他人資本の管

J!Ilというものは、ヨ リ精力的に 、ヨリ大胞に 、そしてヨ リ合理的に

また個人的配慮からはヨリ自由に、おこなわれるだろう.ことに、そ

うした政策には支配的な大様主たちの同意が通常えられるから、なお

さらだろう.この大繰主たちはがl潤の一時的な制限を容易にたえるこ

とができ、けっきょくは積牲の果実をも高い相場や高い利潤の形で収

復することになる.だが、その鎗牲は自分の所有をとっくに手放して

しまった小縁主たちも同後払われねばならなかったものである.J 25) 

ヒルファディングは、経営が所有から分援されることによって技術的

eo 
句

ι

な合理性が極限にまで追求されることを述べているが.それは経営者に

あってはヰI1湖追求の欲求が消極化するからであると言う.だが、経営省

:.T)目的も 、資本主J主経済といコ 1;与立の Fて'、競争士i華ち抜いていくこと

ができるためには、やはり何らかの意味でのヰIla司のi皇Jくでなくてはなら

ない.ただし、その.fll潤最大化行効自体が、F延期的なものからより長期

的なものに変化し、その分だけより長い視点にたったより効率化された

行動が可能となる と考えるべきだろう.

しかし、ヒルファディングは、そうした利潤追求の性格づけをより詳

細に検討し 、経営者の行動と資本家綴念との関係の分析を深めることな

く、大稼主による支配の構造の分析へと移行してしまう .ヒルフ ァディ

ングは次のように言う.

f所有の株式所有への転化により 、所有者はヨリすく ない権利の所有

者iとなる.かれは篠式所有者としては他のすべての保式所有者の決定

にしたがわなければならない.かれは全体のうちの一員(たとえ必ず

しも従属的な一員ではないにしても)にすぎない.だから、篠式制度

の鉱大につれて、資本主義的所有はますます次のような制限された所

有となる.つまり 、資本家には単なる剰余価値要求権だけをあたえる

が、生産の行程に決定的干渉をすることはゆるさないところの所有と

なるのだ.だが、このような制限は、同時に多数稼の所有者には、少

数稼にたいする無制限の支配権をあたえる.そのようにして、小資本

家たちの最大多数の所有はますます制限され、生産にたいする無制限

の処理権はのぞかれ、生産支配者たちの範囲はたえずせばまる.資本

家たちは会社をつくるが、それの指導については、かれらのうちたい

ていのものは、なんらロばしをいれることができない.生産資本にた

いする現実の処理穫は、それの一部分だけしか現実には鍵出しない人

たちの手に録する.生産手段の所有者たちはもはや偏人絹人としては

実存しないで一会社をつくり 、そのうちの偶有人は収益の一分数につ

いて会社に請求する権利をもつにすぎない D J 26) 

ここでのヒルファディングの論理は、稼主総会での議決権という現実

7
 

n
L
 



の籾度をそのまま前提し、株主たちが偶有人としてではなく全体として

会社を支配するとい う均没を全面に押し出した七で、その内却での太院

主による小抹主の支配を抱鏑してみせるというものである.しかし、原

i'~i内に、;章式のふ決 I在な り 1* l=.ll~;去の ~J! )主などを~t!lìJ'tlて9 きるかど守かは

¥¥dgtである.資本市ぬがト分にずE!足していれば、株式のI'Ji釘/]は&当に

不満であればそれを売却できるし、稼式市場の動向を利用して売買差益

をあげることも可能である.徐式証券によって供与された資金は直複返

済されないと言ってもー売買差綴の危険性を苧みながらも資本市喝で貨

幣を回収できるのであるし、-A僚は購入金額を越えることはないのに対

し、売買差益は形式的には上限を持たない.これらのことから、原理的

には、様式が議決権を伴わず支配証券としての性格を持たないとしても、

その蟻入が可1mとなるこ とが言え るのである .現実の問題として 、多く

の場合形式的ながらも様式に議決権が付与されているのは、所有とい う

形式が過度に砿大された結果であり、合理性を持つ事態とは考えられな

い.続式制度と資本組織との関係を考察するにあたっては、現象面にひ

きずられることなく、所有の原理論における意味と懐界を厳密に検討す

ることが必要望なのである .

ヒルヲァディシグの様式会社論では、これまで見たように、資本組事量

論につながる経営機能の重視が現れながら、これが現象の描写に引きず

られることによって十全には展開されて いなかった.しかし、第 3 ~ r

金議資本と 自由競争の制限」では、 様式会社を媒介としつつ.種qの悠

占組事轟が形成されることが述べられる.独占そのものは、先進資本主義

国イギ リスに対する後進資本主義国の追い上げという 、き わめて歴史的

な条件が作り出したものだが、独占組織自体には原理的な資本組織につ

ながる性格が内包されている.

まずヒルフアディングは、第11章『利潤率均等化の隊害とその克服J

で、 国定資本の巨大化という歴史的与件を指鋪し、これが資本の部門間

移転を固ま量にして利潤率の均等化を妨げることを述べている.箇定資本

の巨大化は、同時に資本の社会的動員の制度としての株式会社をも生み
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出すが、こうした巨大稼式会社相互での対等者同士の君主しい鼠争によっ

て、 比較的長期にわたって低利酒率の状況が鋭きやすいと 言う.これを

克服するための彼占の形成が、銀行の利害関係によってさらに促進され

ること になるとヒルファディングは三い、まず、 't_p量糸抗lに沿った 、そ

の ~I床では技術的合理性を持った組織の形成について述べる.

「こうした利濁率上の相違は克服されねばならない.そして、これを

克服しうるものは、抽出産業と加工産業との総合つまり企業連合だけ

である.この企業連合への動因は、景気の段階によってちがうだろう.

この動因は繁栄期には加工工場から くるだろう .加工工場はそれによ っ

て原判の高値または欠乏をすら克服する .不況期には、原料の生産者

たちは加工工場と結合して 、原料を生産価格以下で売らないて'すむ.

かれらは自分でその原利に加工し、これを利潤の高い完成品にして実

現する.一般的にみれば、そのとき利益のすくないほうの経営部門が、

その多いほうの経営部門を結合する傾向がある. J 211 

ヒルファディングは、景気循環を通じた利潤率の動揺を、逆方向に利

潤主事の動く川上ー川下の結合によって克服しようとして、資本総合が生

じると考えるのである.しかし、低利潤率の古車内に結合への要求があっ

ても 、高利潤率の古車内は、組織を形成せず、市坊を通じて取引した方が

望ましいわけであり、ここでの見解は原理的には合理化できない.もっ

とも、ヒルファディングは、利調率の動揺を止録する効果に加えて 、商

業科濁をはぶき取引コストを下げる効果や、生産過程の技術的改良の級

会を与える効果にも言い及んでいる.ヒルファディ ングの場合、後三者

はむしろ付論的な主主味しか持たないのだが、我勾の考える原理論におけ

る資本組織の展開では、そちらの方が中心的な論点になっていくと思わ

れる.ともあれ、ヒルファディングは、企業連合について次のようにま

とめる.

「だから 、われわれがここに企業連合というのは、一方が他方に康科

を供給するような資本主義的諸企業の結合を意味する.この結合はさ

まざまな産業務面における利潤率の相違からうまれるのであって、そ
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ぷj"!のがJ，m手はかわらない.-7:ilう手11;1司率の;ぷ工 t下総し 、ーこと迎合し

協定が今日ではしばしば正式の契約によらないで人的結合一それは資

本主義的従属関係をあらわすのが常である ーによって発生しうるとい

うことである. 企業合同や利益出定はI.'t~の諸函でだけ可能なのでは

な・く 、術:itや銀行にあってら uflmである。すべてこれらの結合が!司-

JtI函でなされれば、それを われわれは同部面的結合とよぷ.だが、た

とえばー商業企業がー銀行と結合するというような結合もつくられう

る殉たとえば一銀行が商品部をも うけ.またはー百貨后が預金銀行を

開設するごとき がそれである.また同級にー産業企業がー商業企業を

設立することもできる.たとえばクツ工場がしばしば大都市でクツ疲

売業をはじめて忌後の消費者にじかに売るごときが、それである.そ

のとき 、われわれはそれを異部面的結合とよぷ.. J 2') 

ヒルファディングは、これら企業合同と利益協定を基本的には競争の

緩和ー止局のためのものと考える.その上で、企業合同には企業連合 と

おなじく技術的利益もあるのに対し 、利益鴎定は競争の制限による経済

的利益しかないという遠いを指摘するのである.だが、議争の止磁をめ

ざして利益憶定、さらにはカルテルを結成しでも 、必ずアウトサイダー

が出現することになる.しかも 、そのような競争者は、新たな生産方式

を持っている場合が多く 、そのことが信認されれば稼式発行によって多

額の資金を集中することも可憶である.従って、少なくとも長期的には、

カルテル存続の余地はない 3.) これに対し、企業合同のもつ経務的利益

や、 『資本主義的従属関係Jの指摘は、資本の内部組織の原理的展開に

示唆を与えるものである.

だが、こうした利益協定と企業合同との区別は、続く第lZilrカルテ

ルとトラスト Jにおいて、独占形式の歴史的傾向の中に解消されてしま

ヲ.

れは同一産業部内内の諸企業の結合とはちが う.この結合l止、競争の

I i:.!~に t 1) 、このお耐の平均以下の，fIJ ;~率をごiめ上ぺと寸る宵 f内でう

まれる.第一のばあいには、諸企業が結合以前にぞくしていた産業諸

T4JE 企業にとってだけ，fi泌する.第二のばあいには、主主乍の減少によ

り.これらの産業諮問における利濁の引き上げが期待される.この引

き上げは、理論的には 、二つの企業の結合にさい しては、すでにおこ

る.それには競争の止ま誌が両企業にたいしてだけ作用するばあいもあ

ろうし、 また結合した諸企業が大きくて市場で支配的.tl!!位を占め、こ

れを悩絡引き上げに利用して残る諸企業にたいしても競争作用をかる

くするばあいもあろう.また、結合した諸企業がその強められた地位

をまず議争相手の打倒に利用し、この目的のたっせられたのち初めて

利調率の引き上げがあらわれるばあいもありえよう. J 21: 

こう して、 ヒルファ ディングは、利潤率の均等化とい う擁織的な媒介

を経ない直接的な企業聞の組織的結びつきを企業結合と呼ぴ、企業連合

と区別する拘 そしてこの段落における企業連合と企業結合の相互作用に

ついての検討を経て 、企業量産合自身の分析に移っていくのである.

ヒルファディングによると、独立性を保ったままの諸企業が契約を通

じた協同関係に入ることを利益傷定と呼ぴ、独立牲を解済して新たな一

企業となる場合を企業合同と呼ぶ.そして 、これら利益儲定と企業合同

が部分的なものにとどま らない独占的な形怒をと ったものこそ、それぞ

れカルテルでありトラストであると言うのである .そして、利益協定と

企業合同の具体的な展開を次のように述べる.

fさらに、利益也定も企業合同も同種的であること、つまり同じ生産

部門の諸企業を包括することもできるし 、まて企業連合的であること 、

つまり接続する生産諸議門の諸企業を包括することもできる.だから、

われわれによれば、部分的な企業合同および利益笛定にも向種的また

は連合的なものがあり、またカルテルちよぴトラストにも同種的また

は連合的なものがあることになる.そのさい注意すべきことは、利益

「最後に利益也定と企業合同との区別は、組織形態の穂途にもとづく.

利益協定は二つまたはヨリ多くの従来はたがいに独立していた企業の

契約にもとづく.企業合同は二つまたはヨリ多くの企業が解消して一

つの新企業となるのである.だが、こうした対照は組織形態のそれに
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すぎない.それは内容上の相違については、なにも語っていない.内

'i} 上の相退そのものは、ひしみ がJ~主協定の法縫たる契約の内容にかか コ

ている.いずれにしても 、この契約はどの点かで諸企業の独」主性を制

。民ずる.金魚台!ロiは独立!生き止}号 ns.とはいよ 官11伎と ~r :;誌と乃A

" だには、 fÈJ交のZEがあるにすぎないo~約が判読協定に加盟 I~ た耳目

企業の独立性を制限すればするだけ、それら諸企業は経済的作用の点

でますます企業合間に接近する.しかし、 一企業の独立性の制限はま

たさまざまな仕方でおこなわれうる.まず第 ーには、企業の組織を契

約でさめることができる.その4まあい、たとえば企業の指導が共同の

一億関の監督に股さねばならぬものとされる .そして.この共同の機

関は、流通領域におけるある径の競争を制限するために、共通な支払

いの期限や条件などをきめて、いわゆる『条件』を統一する.それか

らみ:には、経済上および経営上のやりかたについての制限をきめるこ

を金量生資本と 、わたしは名づける.それは所有者たちにと ってはつね

に貨幣形態をたらっており 、かれらはそれを貨幣資本、干lJ-(-うみ資本

の形態で段下 しているのであ「て、いって'~L fi浴}fj!惑で回収すること

がてきる"だが、現実には 、寸の上うに銀行に投 Fされた資本の政大

部分は産業資本、生産資本 (生産手段および労働力)に転化されて、

生産過程に固定されている，産業に充用された資本のますます多くの

部分は金滋資本である.つま り銀行が処理し産業資本家が充用する資

とができる o J 1 L I 

本である o J 32) 

ここに現れているのは、明らかに凝制資本、すなわちそれ自身に利子

を生む資本物神の現実態としての金融資本である.こうした物神性批判

に基づくとらえ方は、現実の経済過程の分析にとり有害無益なものであ

る.これに続く段落では、ヒルファディングは、逆にドイツ的現実を反

映した、銀行による支配関係の現象的な強語を言 う，

「金量生資本は稼式会社の発展につれて発展し、産業の独占{ヒをもって

その頂点にたつする.産業の収益はヨリ安全でヨリ恒常的な性格を獲

得する.それとともに、銀行資本を産業に投下する可能性はいっそ う

鉱大される.だが、銀行資本にたいする処理権をもつものは銀行であ

り、銀行にたいする支配権をもつものは銀行採の過半数の所有者であ

る.所有の集積のすすむにつれて 、銀行にたいする支配力をあたえる

媛制資本の所有者と、産業にたいする支配力をあたえる費量制資本の所

有者とが、ますます同一人となることは、あきらかだ.これは、すで

にみたように大銀行が擬制資本にたいする処理カをも獲得しつつある

ので、なおさらである.. J 33) 

ヒルファディングにおける、強占という現象面での叙述と、媛制資本

概念による物神性批判との奇妙な結びつきは、現実像構論的に資本組織

を展開しようとする積毎函を見失わせてしまった.この延長上に来るの

が、資本主義全体を覆う一般的カルテルの議諭であり、後年の組織資本

主義論であったのである.

このような経過を経て、諸企業の商業的独立が止録されたカルテルが、

シンジケートとされるわけである.ヒルファディングは.トラストとカ

ルテルとは対立的な概念ではな く、 後涜的にはF詰H~な組 Jí の形式へと l向

かうものだと見ているのである.

ヒルファディングによる独占化傾向の強調は、銀行への産業の依存関

係と結びつけられて、次のような有名な金融資本の定義へと つながって

いく.;;>>14:!主「 資本主主的独占と銀行資本の金融資本への転iヒ」でヒル

ファディングは言う.

fだから、商業の銀行への依存は所有関係の結果である.産業の資本

のうち、これを充用する産業資本家たちのものでない部分が、たえず

増加する.かれらが資本の処理権をうけとるのは銀行をとおしてのみ

であって、かれらにたいしては銀行は所有者を代表する.他方、銀行

はその資本のますます多くの部分を虚業に固定せざるをえない.これ

によって銀行はますます多く産業資本家となる.このような仕方で現

実に産業資本家に転化されている銀行資本したがって貨幣形態の資本
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存¥"3i!li スヴイージーの資本組織論

あい、それを達成する .様式会社は、政策の問題としては、いまなお

金日主総閃から、あるいはまた金波滋関を通じて金を借りるからしれな

い.しかし、床式会社は、つl:ll:l娘、寸のょっ』こi昔1'1Iをすゐことを京

儀なくされることはない.したがって、 保式会社は、五O年l前には大

企業の世界ではきわめて合通であったような、金t通点配JJにたいする

従属関係を避けることができるのである. j J‘' 

ここでの議論は、徐式会社のro鋤における経営者の中心的地位を きわ

めて明瞭に表しており、資本の内部組織の分析に有効な襟座を提供して

くれるものである.しかし、後らは外認の支配力の弱化を強調するあま

り、資本閣の組織的関係のある種の姿である 「利益聞休Jの意味を全く

消極化してしまう.

「全体の発展過程が、かつては大き な利益団体を相互にむすびつけて

いた紐帯を弛緩させ、らしくは断ち切った.投資銀行業者の権力は、

創立当時や、最初の成長段階の初期における味式会祉の、外部金滋に

たいする緊切な必要が基礎になっていた.その後、独占ヰ1)潤のゆたか

な収穫をメ1)りと った巨大会社が、しだいに内部的に調達された資金に

よって、その資金需要をまかなうことができることに気づくとともに、

このような必要は重要でなくなり、あるいはまたまったく消滅した.

それと同時に、威張り絞らしていた家族資産の始祖たちも、しだいに

死に去り、その稼式保有E誌を、多くの遺族、財団、慈善団体、信託基

金などに残した.そのために、かつては多く の企業にたいして絶対的

な支配カをふるっていた所有者単位はますます形がなくなり、指導者

がいないようになった.かくして、比較的大きな様式会社は、しだい

に銀行業者からも、有力な探主からもますます独立するようになっ、

したがって、その政策は、ある団体の利害に従属するよりもむしろ、

ますます大きな程度で、それぞれ自己の利害にむすびつけられるよう

えウィーシーはバラ二と7)宍庁 T長g，ld't_トj において、こルアァディ

:，.. 7:J)金滋資本概念に対抗して 、事旦占li本とい う縄念を巨大抹式会社と

結びつけて用いる.それは、次のような、彼らの筏式会社の諸特徴の指

嫡において 、資金の内部調達によって探式会社が銀行から独立する傾向

を強め、またその結果経営者層の支配力が強まったことを強調すること

から来る.

fわれわれが注立を集中させたいとおもう隊式会社の範例は、きわめ

て多くの特徴的な様相をもっているが、われわれは、そのうちで、と

くにつき'のようなものを選び出すことができょう.

( 1 )支配権は、経営陣すなわち重役会に主だった常絡役員を加えたも

のの予に渥られている.外務の利害関係者がしばしば(つねにそうと

はかぎらないが}重役会に代表者を送っている，それは、その稼式会

社の利害や政策と‘顧客、納入者.銀行業者ーその他の利害との調和を

はかるためである.しかし、兵の徳能除、部外者すなわち、その待式

会社のためにすべての時間をささげ、そして自己の利害や経震を 、そ

の株式会社の運命とむすびつけているひとたちの手に握られている.

U)経営陣は、自己繁殖的な集団である.徐主集団にたいする責任は、

あらゆる実際上の目的のためには、死文に等しい.各 世代の経営者は、

自己の後継者を袖充し 、そ して 、 かれらを、自己の~準や価値に煎っ

て訓練し、仕立て、そして昇進させる.株式会社の経歴は、次のよう

な二つの特徴的な昇進の形態をみとめる.ある会社の内部の低い地位

から高い質量位への界進と 、比較的小さい会社から大会社への転勤とが

それである.成功の頂点は、いちばん大きな様式会社のひとつの社長

なり重役会長なりになることである.

(3)それぞれの様式会社は、経営陣の乏のままになるような資金の内

部調達によって 、金融的独立に達することを目指し、そして多く のぱ

になった. J J S) 

だが、これは、縁式会社の特殊性を個人企業に外面的に対置すること

による 、行き過ぎと言わねばならない.原埋的な資本組織の展開は、む
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る。大i宋式会社の経済』立、中，1、企業の経ii'iがイー"て"~、たu土に.本11

J:l獲得の治理によ って支記されているのであって、それ以下といつこ

とはない.. I 37) 

しろ資本初の組織的関係から 、資本の内部組重量へと論を進めるものとな

るので仏る L‘時治的に資本家にとっての干11去が信認されるならば、資

本間組織は展開される必要があるからである.

スウ eージー パラン4立、次に{をバ会社経営 ?j-O)行幼怒砲の分析に f;っ

ていく.そして、 利潤極大化の行劫頒!f.lを45定する諸経済埋請を批判し

ょうと試みる .例えば、経営旨革命と呼ばれる状況をアメリカにおいて

続初に指摘したパーリ =ミ ーンズは、経営者の役割が、計会言者集団の要

求の均~を図ワ 、 個人的欲求ではなく公共的意図に基づいて所得を詩集

団に配分することにあるとした.また、ハーハートーサイモン低、保式

会主tは何かを極大化するような行動方針を取るのではなく、いわゆる満

足原煙に1基づいて 、ある程度の成果をあげようとして行動しているだけ

だとした.このサイモン設を批判して 、線式会主tの目標は長期的な利潤

にあるとしたジェイムズ アーリーの議論を媛fflし、スウイージー=パ

ランは次のよ うなこつの点を主張する.

「かれは r会社のかぎられた情報や計算の源泉』を強調することによ っ

て、完全な知識の仮定などはふくまれて いないこと を明らかにする .

そしてかれの論議全体が.絶対的な最大i袈や最尤皮の鮫念の拒否にも

とづいている.会社(個人企業でも様式会社でも変りはない}は、つ

ねに一定の麿史的地位におかれ、情勢の変化3こかんするかぎられた知

識をもっ.このよ うな関連において 、会社はそのやl潤の地位を改善す

るこ と 以上には、なに<~もなしえない. 尖際、最大際平11羽の追求l立、

与えられた状況の中で可能である利潤の忌大阪の鳩加の追求となりう

るだけである.もちろん、このぱあいに、今日の利濁儀会の利用は、

明日の利務段会を破壊してはならないという初歩的な条件にしたがう

ことはいうまでもない o J 3..) 

また、もう 一つの論点は次のようなものである.

「アーリーの叙述のうち、われわれが強調したいとおもい、またわれ

われの現在の目的にとってもっとも関係がふかい第二の点は、大株式

会社は、傭人企業者以七に利ま耳目あてであるとはいわないまでも(か

れはきわめて適切に、この問題を留保にする}、ともかく干IJj耳極大化

の政策をおこな うためのより十分な用意をもっているとい うことを 、

JJ づ よ く ~ltOJlし て いる こ と で ある .その結果はまったく Iri1 じことでゐ

ここまでの叙述では、アーリーよりかなり後退しなが らも、l*式会社

は個人企業とは異なった形でがl潤を&大fヒしようと行動することを示そ

うとしているかのごとくである.つまり、府l澗追求行動には、短期のも

のと長期のそれとのこ類型ーがあり 、それに応ヒて二司の実な「た競争俊

式があることを展開する出発点に彼らもいるかのようである.だが、彼

らが、様式会社もまた、利潤極大化という点で個人企業と同様の行動類

型を持つと言うときの最終的な後拠は、震くほど単純で後退的なものな

のである.スウイージー=パランは次のように述べる.

r.事実は、経営者層は、資産階級のなかの、もっとも活動的で務響力

が大きい部分であるということである.あらゆる研究が、その目立員は

主として、階級構造の中間溺と上層の区域から充員されていることを

示している.かれらは、ライトーミルズが『きわめて富裕なもの』と

よぶものと重なり合っている.かれらは、ごくわずかな例外はあるけ

れども、かれらの稼式会社との関係からひき出す多額の所得や広銭な

特権とはまったく関係なく、はじめから富裕な人間合のである.もち

ろん、われわれがすでに強調したように‘典型的な大株式会社におい

ては、経営陣は稼主の支配に従属しているわけではないことは、たし

かである.したがって、この意味においては、 f所有の支配からの分

渥』ということは事実である.しかし、このことから、経営者一般が、

所有一般からきり援されているという結論を出すことは、なんら正当

な理由がない.それどころか、経営者は最大の所有者に属している.

そして、かれらは、それが占める戦略的な地位のために、あらゆる大

規模な財産の保護者、代弁者としての機能をいとなむ.かれらは日11倒

ー36ー
句

F
9
u
 



ているo J J6守

模ー水準の高度化に利用される.そうした行動は、決して大僚主と経営

径の利'ぎの一致から生み出されるものではないし、まして、大味主によ

の階級であるどころか、実際には財産所有際級の有力な枝隊を形づく っ

このように、スウイージー=バランは、当初、あれほど経営者俗画Eの

(1也性を強調 していたにむかかわらず!訴イミと機i定の分認を全くゐ定し

でしょうかに5.!..(.る.そして彼らが次のように三うとき‘結局大紘一主に

よる掠式会社の支配とい う、 何度も繰り返されてきた議論と同様のもの

に帰着して しまう のである.

「実際には、配当政策は、もちろん、低い配当率を望む経営陣や大縁

主の希箆と 、高率配当を望む小稼二Eの希望と のあいだの妥院の所産で

ある.そればかりでな く、当然に予怨されるよ うに、ある会社から{也

の会社に至るあいだに相当の格差がある.大都分が少数の富裕な個人

や家族によ って保有されている会社は、最低の配当率となる傾向があ

る.多数の小僚主をもつものは高率となる.一方、多数の小稼主をも

ら、ま たま王滋の r宣伝に敏感な』領織ともいうべきとこ ろに位置して

いる会社は、いちばん高い率を支払いがちである.やはり 当然に予想

される ところであるが.経営陣は原員1)として、妥憶の条件を きめるに

当たって優越した立場に立ち、経営者が支配権をもっ多くの産業会社

においては、五Oパーセントもしくはそれ以下の配当率を主張する.

その上、 利潤が高まると 、経営陣は、配当を新しい幸1)潤水準に調整す

ることをE苦手におく らせる.したがって、繁栄期においては、回復配

当率から区別される現実の配当率は、しだいに低下する傾向がある.

これらのことはすべて、経営者と、きわめて、富裕なものとの総合力

を証明する.この二つのものは、事実、経済的ピラミッドの頂点に位

する調和のとれたがi益団体に統合されているのである o J :)!II) 

しかし、資本家を機能に則してとらえるならば、彼らは自らの俗人的

な利益ではなく、総体としての利潤を最大化する行動をとるのであり 、

将来的な資金の集めやすきを確保するような範囲でできるだけ低い配当

率を選択するはずである.残りの部分のうち、資本家の個人的消費にあ

てられる部分以外は、いわゆる内部留保となり、資本蓄積による活動規

~J "i'f:. ~4. ;~: の支;主を E55長するらみて U 色、 "-， ¥.l)てゐる.

さf/;(に、ス ウ イ ー ジ一 一 パヲンは、 ZE 庄のま正 ~\長，刊の般符のH由IJ t-j 

~~の分析を忘üてはいない。そ、 Lはてさると i Tえさな日正式会止の‘でさ

るだけ高いi世位に登ることであり 、それは稼式会社自体を成功させるこ

とと 結びついている .それに設けて、ス ウイージー=パランは言う .

fしかし 、規模が会社の地位の峰ーの指標であるのではない.これは

ゆきすぎた単純化である .その他の重要な儀棋は、成長率と か、信用

評価やその会社の証券価総のよ うな標準で漏られる r実力』とかであ

る.たとえば、同等な経営規模を仮定するばあいに、もしもある会社

がいっそう強力であり .いっそ う急速に成長しているなムば、その会

社は{他の会社よりも位が高いであろ古.それと同時に、実力 と急速な

成長は、もしもいっそ う大きな会社が停滞むし くは哀退 しているなら

ば大きな規模上の格差をさえ 、相殺するにト分であるかもしれない.

だから 、操式会社政策の第ーの目的ーそれは、同時に また必然的に

保式会社経営者の個人的な目的である ーは、実力 、成長率および縞棋

である.これらの包的を数量化したり、総合したりする一般的方式は

ないし、またそのような方式の必要もない.というのは、それらのも

のは、収益性というひとつの公分母に還元できるからである.利潤l立、

担主張のための内部資金を与える.利潤は実力の騰であり 、筋肉であ っ

て、それはつぎには、外部資金が必要なばあいには、それをうる手段

を与える.内部鉱張、買収および合併は、様式会社が成長する方法で

あり、そして成長は大きな規模に至る道である.かくして利潤i立、最

終の目標はないにしても、すべての最終目標にたいする必要な手段で

ある.したがって‘利湖は、隊式会社政策の直接的で独特で統一的で

数量的な目的、稼式会社の合理性の試金石、株式会社の成功の尺皮と

いうことになる. J・.) 
様式会社の目標が、やはつ幸1)潤追求であり 、それが経営者の行劫方針
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とも矛盾しないごとの指婦は正しい.しかし 、大切なのは、その利潤最

大化が長j倒的なLのとなることであり、1:の過程で短期i的な和Ia"が治性

になる場合らゐることでゐゐ .flJ ~1追求の悠幼から長期への転換は、 ii

.~ E:i主11可決織が所有関係を鳴り慾えて進むことからZ辛かれるのだが、そ

のことが資本組織形成の効附とも合るのである。この過程にi..i:Hしてこ

そ、スウイージー=パランの次の叙述も、より理論的な恨爆を有したも

のとなる.

「われわれは、今日の巨大ほ式会社は、少なくとも以前の時期の個人

企業と同じ程度において、がJ~司を極大化させ、資本を答綴する控室関で

あるということを証明しようと試みた、しかし、抹式会社は単に個人

資本家の鉱大され、制度化された変種にすぎないのではない.これら

の営利企業の諸類型のあいだには、大きな遣いがある .そして、少な

くともその二つのものは.独占資本主義の一般理論にたいして基本的

な重要性をもつものである.様式会社は、個人資本家よりもずっと長

い時間的展望をもっており、したがってそれはずっと合尽的な計算機

である.これらの差異はいずれも、 m本的には抹式会社のよ長業活動の

比ぺものにならない位大きな規模と関連している. J・11

彼らによれば、稼式会社の持つ長い時間的展望と、そこにおける経営

の合理化とは、特徴的な活動様式を生み出す.それは、危険負担の組織

的な回避と、株式会社世界の他の成員にたいする持ちつ持たれつの態度

である.それぞれを 、彼らの叙述に従って見るこ とにしよ う.まず危険

負姐の組織的な回避について、 彼らは次のように言う .

「これに反して 、大稼式会社は 、つねに自分に膨目となるように十分

に注意する騒業的なばくち打ちに似ている.時間的展望の要因も、こ

の，tあい、ある役割を演じる.稼式会社は、早く収益をあげる圧力を

うけておらず、また笠富な資力をつかっているから、 新しい事態には

周到、慎重に接近し、適切な調査や準備をおこなうまでは、けっして

最後の決定をしない.最後に、あるA味では皮肉なことだが、様式会

社は、自分が追い鍾した中小企業の弱点そのものを、自分自身の目的

のために利用することを知っている.新しい産業やlU善活動の分野が

はじめて開けてくると 、大篠式会社は慎重にさし鐙え、そして個人企

業;11P中ベ、J:Zか肝心、J】1;1託11均三:¥1: ' i~ 合 :3 ...:主 -)、二と土，φ今 .，-五つ主:

傾向を示す、 耳、:のものは夫牧Lて対!爾かんね必するが. 1.-か'/、 !jx.

ぬしたむのは、将未にたい「るしっ と <>i-J守!な党 i誌の説全刀: L a~ t" .. 

大保式会社が舞台のま ん中へ乗り出すのは、このような段階である. 1 

スウイージー=パランは、このように、危険負但回避の磁を 、中小企

業と大隊式会社の規模の相退から来るものと見ている.しかし、原f型的

には、これはt正式制度を利用する資本の場合、長期的な収益性を篠式購

入者に向かつて示すことができれば、単期的な奴鋒をあげなくと も資金

を用立てることができるという点から説明される。そうであるがゆえに、

投資そのものに計画性ー長期牲が付与されることになるのである.

株式会社同士の相互許容の態度について、スウイージーヱパラン t二次

のように言う.

r大企業の特徴と"tj_.勺ている持ちつ待たれつの態度もやはつ、抹式会

社役資の大きさや、その経営の計量的な合理性から由来するものであ

る.一般に、このような態度は、他の大稼式会社にたいしてとられる

のであって、中小企業には及』まない.たとえば、三大自動車会社はお

互いにたいして、む ュンベーターが適切に『相互尊敬的』とよんだよ

うなや り方で行動するが、 一方、かれらの製品を公衆に寂先する数千

のディ ーラーズにたいするかれらの行効は、いちじるしく尊大であり 、

独裁者的である.その理由はもちろん、それぞれの大会社は、{也の大

会社の実力と報復カを認議しており 、そして、慎蚤に計算された政策

の問題として、かれらを刺滋することを避けるという ことである.し

かしながら 、相互尊径の行動はけっして競争相手だけにかぎられない.

もしもある大株式会社が、他の会社の競争相手でないならば、それは

十中の八、九顧客か、原料納入者かのいずれかとなる.そして 、この

ような会社関係の領媛においては、最高の原理ーは互恵ということであ



り.それが、競争がそうするのと同じように確実に、相互尊敬の行動

企ぷする"そればかりではなく .大企業社会は殺が少なく、全D:.Jでお

よそー0、000かそこらの人間をふくむだけである.だから 、その

成;ilJ、社会的ならびに経済的総恨の全体の剥flによって遣いにむす

びつけられている.かれらは、いっそう大きな全凶的な社会における

そのブ1や地位を 自覚して、自然にある種の集団倫穫を発展させるよ う

になるのであり 、それが、かれらのあいだの透信感や相互扶助を要求

し、また外務の世界にたいする共同戦線を張ることを要求する .J‘U

こうした彼らの言う相互扶助的な関係も、人員の少なさや独占資本の

数自体の少なさという庭史的事実から切り後して、理論的には、事11潤追

求の長期的性格と 、資本家的活動が所有から相対的に自由になること で

汲明しうる.ただ、逆に、，fll潤追求が長期的なものと なることによって、

競争関係が恒常化し、より織票!なものとなることも同時に指摘されなく

てはならない.このìZL~\な符絞iJtJ競争関係を消極化し、路間のうちに利

益を見い出すような特妹な歴史的条件がある時、独占組織の形成が行わ

れていくのであろう，

これまで見たように、スウイ ージー=バランの独占資本論では、資本

の組織的な活動様式を、現実機構としてかなり適確にとらえながら、ア

メリ カの統計的あるいは制度的事実によって、経営者の資本家的活動の

中心性を十分には鏑出し得ていないのであった.

第4節 字野弘誌の資本組織論

宇野弘蔵の場合、ヒルファディングの金量産資本概念の中に現れた、疑

指l資本としての佐織と 、資金集中及び支配集中という稼式会社の8霊能面

での性格との二重牲は、三段階論体系の中に分断された形で展開される.

原理論での稼式資本の展開は、 r資本論』で見た利潤分割論の物神性論

の方向への徹底という形で行われる.すなわち、商業資本論における資

本家的活動への注視から企業利潤が導かれ、それの対概念としての資本

利子が導かれる.それらの利泊分割が産業資本にも移入され、純粋に自

」:t!?自寸ふヱギ拘戸甘か ~( ;>: ';ぷ ;t 公的な~，よこ して lcl~司コ rl "ム;)て.， ~~) ... ，j .. 

これが宇野坂治の宥~ '3 \~ I íトVJt J~ J、:)';弓 F主Ifllチ !の由のif;lftolそ

<l回 4rll子全生ひものと LてのJ己主t<:!でλる.いずれにしてら、 マルア

スによる利潤の質的分割論には見られた資本組織論的な叙述は、原理論

からはすべて排除され、民俗論の中の金融資本規定へとまわされること

になったわけである.従って、技々は字野の F経漬政策論s の第 3~ r 

常国主主」、第 l主主 11濁熟期の資本主義」を中心に検討しなくてはなら

ない.

まず字野は、重工業、中でも 19世紀後半における鉄工業の発展が、技

術的有利さから固定資本の巨大化に導くことを僧摘する.このことが利

潤率均等化の法殿の展開を妨げ、産業部門聞の不均等な発展を促進する

ことを、次のように述べる .

f固定資本の存在は、しかしまたマルクスのいわゆる資本の構成の高

度化の決定的要因をなすものである.それは、もちろι、原理的には

ー具体的にいえば総工業の支配した産業資本の時代には一一盟主的利調

率を低下せしめつつも平均利酒を実現することになるわけであるが、

重工業における固定資本の巨大化は、すでに述べたようにかかる利潤

の平均化の過程を阻害する傾向をもってくる.好況期におけるその生

産物の価格の勝賞は、必ずしも直ちにその部門の生産を瓜大せしめる

ことにはならない.その訟費は、ある期間利潤率を異常に上昇せしめ

る.ところがこの利潤率の異常な上昇によって誘導せられて行なわれ

る生産の拡張は、逆に不況期における異常な利潤率の低落を伴わずに

はいない.いいかえれば、好況、不況の利潤率の一般的民蕗の内にす

でに奨常なIl落をも含むことになってくる.それは資本家的生産方法

に特有な発展形怒として原理論で一般的に忽定されるように不況期の

末期における生産方法の改善による閤定資本の更新を前提とする好況

期における発展をなすものとはいえない.鉄工業ではむしろ反対に好



況期中に与えられる契常な利益を基礎にしてその末期に拡張が行なわ

れると い弓訴しい傾向 さえ生じてくる唱しか らよの広娠は、 また 般

的に怨定せられるようにkf/}I.!切の発端において与えられる溢菜千織泌

を郊次に1吸収して irなわれみゎ付ではないし.語、必が実際にii:なわれ

たとしごもその生注力の!~巡によヒ慢しては、その吸収力は比較的長iい

ものと考えざるをえない.恐慌現象の必然的根~をなす賃銀の民貨に

よる平IliI耳率の急激なる低落は、とかく生産物の過剰による利湖率の低

落の内にt埋没せられる傾向を強化してくる. しかもそれは単に在荷と

しての過京!でなく、巨大なる訴設制定資本による生産能力としての過

剰である " 生産の鉱張 、 整理の過程と しての呆気の循~は、重工業に

おける固定資本の巨大化によって 、重大なる陣容を受けざるをえない

のである o j‘" 
ここで、宇野の景気循環変答論の特徴として 、原理的な景気循環を前

従 としゥつ、それに変容要因を唯ね合わせなが ら、 官民 E震の~味と機織の

:t.:uをとらえるとい う方法がすでに現れている.これは、おそらく 、自

由主義から帝医i主義への段階的推移を描写したものと 言う より 、むしろ 、

原理的景気循環を前提と しつつ、これに宏容聖書図をさまざまな程度にお

いて重ねながら現実の循環を分析するというミ宇野の方法的な見方から

来るものと芳えられる.

ともあれ、宇野は、 こ古して生じる産業部門間の不均等発展を助長し

ながら、しかもがj潤率均等化17)法則を歪曲した形で表現するものとして

隊式会社制度を導く.宇野は、続式会社においては、資本は二重の存在

を与えられると言 う.一方は、産業資本と同様に貨幣 ー商品等の姿態を

用車次とりながら循環運動を行う現実資本であり、もう一方は、徐主の手

にあって配当の誇求権を表し、資本市場で取引される擬制資本である.

この二重性によって、続式資本は社会的資金の集中を容易に行いうるこ

とになる.字野は言う.

『このことは稼式会社形式が種々なる産業に、特に巨額の固定資本を

婆する産業に普及する様本的基礎をなすものといってよい.稼主資本

44 

雪震にとっては、所有する資金をそのまま資本として、しかもしばしば

より多くの資金としていつでも副収できるとチ怨される形で銭資しコ

.，こ こ，乙工心 0・円でJ)る園 i. /:ィ .. ;" L ;~ ::~ ';:'~ ..:.~ ~l:iこと 「て仙、 と/) '-~ :: 

に 1~ -;1 る e( -ド を 、 物 人 jý.J議拾に よ「て:ril ~I せられ与ことな く .いわば

，i:2< fJ(J に .~~f古せら hた ~ë之をそ乃必 .~与に之、 じて 朱 :þ ~ て fiふ 1ヒ し内ろ

ので、相当の利鋒の予想さえあれば、きわめて巨額の資本を要する事

業ら比較的容易に開始するこ とをaJ能ならしめるものであゐ.資本書買

を増加するいわゆる噌資の場合も向様である.個人企業のよ うに偶人

的なる偶然的事情によ って制限せられることなく、経営の合寝的望書3止

に十分に応乙 うるわけである. しかもひとたび払込まれた稼式資本は、

個々の資本家によって直接に引上げられることはない.個々の篠主が

抹券のうE却によって資本を個人的に引上げたとしても .会社にと って

は‘俸券の買手が新たなる~主資本家となっただけのことであっ て 、

そう いう完貨とは何らの関係なくその資本の遥効を継続しう る.資本

の機能はその所有の転移と分緩されて行なわれる.いわゆる所有と経

営の分緩め基礎をなすわけである o j‘5， 

ここで字野は、かなり正確に現実滋織論としての稼式制度を展開して

いる.我却は、こうした儀携は原理論の中でも ご展開、iJ~と考え.信用

制度の限界を突破するものとして論じたのであゥた.それが資本市場の

1重論であった.配当請求権は株式証券の形をとり、流通市場において売

買される.これに対して 、保式発行によ勺て調達された資金は、現実に

活動している資本家のもとで運用され、株式保有者からは直集約な影響

を受けないと我々は詠じた.また、採式保有者は配当と売買差益を求め

て縫式証券を実 うのであり 、彼らが経営に参加する機織は原理的には展

開できないとしたのであった.かくして、資本家はその活動によって稼

式保有者から信認され、機能をもってその本質とするのであるから、保

有株式がゼロであっても原理的に資本家としての資絡を問われることは

ないということになった.t霊式保有者が当該資本家を信認しない易合、

資本市場における稼価の低下によって資本家の資金調達が固ま量となる.

- ~5 



そう いう形でのみ株式保有者は資本家の行動を制約し 、資本家も株価の

効101をJLながら配当を1::Fさせることになるのである .そう した資本市

上告及び嫁式制度の原理的展開を行った場合、問題となるのは、資本家の

FJ己に集められたII幣やIIU品、機械は 、濯が所布していふのかというこ

とである.この間いの後に、所むの解釈をめぐる長い議論のリストが延

々と続いてきたわけだが、我々の答は封量的に言えば、そこではすでに所

訂は問題とならないということである.所有という徳構的関係を 、資本

主義の効率化運動はその他点において乗り憶えるのである.字野のここ

での叙述は、段階論の中で展開されているにもかかわらず、そ うした設

々の問題構成に直結し うるほど整理されている.

しかし、宇野の所有と録音Eの分雛の主張は、すぐ次の段落において 、

僚主の両極分化を問題にすることによって自らに裏切られる.

「しかしながら縁式会社においても 、その経営は稼主としての資本家

を縫れて行なわれるわけではない.ただ多数の稼玉が、しかも単に所

有縁数を異にするというだけの相違をもって会社事業に関することに

なるのであるから 、会社経営の実権は当然に多数の株式を所有するい

わゆる大僚主の手に録する.いいかえれば少数の大資本家はその所有

縁式によって稼主総会を通して会社の支配権を獲得し、 一般株主は会

社の経営をいわゆる進役なる大資本家に委任し、単に配当を受けるに

過ぎないものとなる.保式会社の資本の所有は、かくしてしばしば非

常に異なった利害関係をもっ二種惣の資本家をっくり出す.一方は会

社事業の運営に直接あたる資本家であり 、他方は単にその利益の配当

を、あるいはまた株価の値上りを目的とする資本家である.しかも後

者が産業資本家として失うところを前者が集中的に得ることとなるの

であって、両者とも単なる産業資本家とは異なった性格をもたざるを

得ない.比較的少額の自己資本をもととして非常に多額の他人資本を、

といっても単なる借入資本ではなく、投下資本の全権を委託された形

で自己資本と同穫に使用する.もちろん、こうした資本家の分化は、

殊に産業企業にあっては、単に篠式会社形式によって形成せられるも

のとはいえない，大規模の事業にあ ってはその運営が、 -Jiでは巨額

の固定資本を愛し、個人的企業としては到底十分なる資金の調達をな

しえないというよ うになるとともに、他方でU生溢過程の器量償化と 、

それに'ri'.<.; i..，. た話汚の認識Ij:とがかくのごとき委任を何百~1"_，.' t-、じめみ

はどに、信人i向性 f告を;見 .'JJ-t士じ幻るニと，よなるか句て Jう吋 I~ • ー袋持

主は、単なる資金の貸付と変わらないよ うな、しかし大体においては

利+以 kの配当を予忽せられるとともに、時にはがl二子もえられないよ

うな危険を含む役資として 、これを委託することになる .それは資本

主主の発展7>初期に見られたような、単に投資の口をらたない資金の

諸積から計画されたいわゆる泡沫会社への投資や、ある いは資本主義

の成長期に見られたような鉄道事業への投像的役資等とは異なって、

社会的に蓄積せられた資金から、事業の経営に必要な任意の領の資本

を調達するという資本主義社会に特有な資本家社会的なる像機を一般

的に確立するのである o J !toJ 

ここでは、資本家の鍾鎮の分化という形を通しつつ、 t正式会社制度の

形成が生産力の発展にf.uヒた技術的に合理量的な恨拠を持つ機構て'あるこ

とが述べられる.しかし、あくまでも徐裕を担当資本家を、所有の力を

背後に持った大篠主と考えてしまうことは、合理的な資本主義的像機と

して資本組織を展開することを阻害する要因である.その筏点は、結局

は大縁主が支配力を集中するための徴織が縁式会社であるとい う論点に

つなが「てしまうのであり、 機能する資本家が、そのrd効の中で短期間

にまとまった規模の投資をしたり 、新たな事業展開のために既存の固定

資本の危険を分散しておく必要を迫られた場合にとる、原理的な蓄積機

構としての意味はむしろ消極化されて しまう.これは、現象としての株

式会社における機主総会の制度を、理論的な意味づけなしに、株式制度

に不可分のものとして導入したためである.

字野の、大様主の所有・支配を輸に株式会社を見る説点は、保式会社

の支配集中機能を諭じたI買に、よ り明瞭に現れる.

「さきに述べたように様式会祉の綜主は、単に稼式資本に対する配当



を受け取ることを目的とするー鍛錬主と 稼式会祉の運営そのものを支

配する大徒主とに分かれるのであるが、銀行に集中せられる資金を利

用することになると 、この分化はー嵐顕著になる.-!IHl主はいわば

貸付資本家と同僚な地位におかれる傾向!を具体的に示してくる.銀行

の引受けた株券を市場{面総で'a入れた僚主が、禄式会社の一般抹主を

代表するものといってよい.大tt:主の会社に対する関係は、それに対

応して会社そのものの利害関係を代表するというだけでなく、採式会

社自身は少数の大資本家にとって比較的少額の自己資本によって極め

て巨額の社会的資本を自己資本と同様に利用する方式であることをま

すます明確にしてくる.あらゆる零細なる資金の所有者からも、その

資金を動員するいわゆる資本の民主化は、実は支配の集中を所有の集

中から一応分磁して実現する方法にほかならない.もちろん、支配の

集中が所有の集中をもたらさないというのではない.むしろ所有の集

中を目標としながらも、直後それによ らないで支配を集中し 、この支

配の集中によって所有の集中を実現するという廻り遂をとり 、常に所

有の集中を越える支配の集中を企てるのである. J‘ 7)  

こうした支配集中機能をさらに鉱大し .立体的に展開するとい う形で、

独占組織が叙述されていくのだが、それによって議論の筋は一本化され

たものの、ヒルファディングに断片的に見られたような、商品経済的な

効率性の追及行動の中で資本間組織が展開されるという論点は全く失わ

れてしま った.宇野は次のように言う .

「実際上、様式会社制度の普及は、個々の会社の規模の鉱大を伴うの

であって 、非常に多数の稼主を擬することになり、その面からも一般

篠主と大繰主との分化は当然に強化されるのであるが、さらにまたそ

の傾向は、進んで株式会社による他の稼式会社の稼式の所有による二

重、三重の係構を展開し、遂には多くの会社の稼式を所有し、支配す

るための稼式会社をさえ生じ 、この分化傾向は組織化されてくる.す

なわち、少数の大様主たる大資本家はその所有縁式によって一会社を

支配するだけでなく、その支配する会社の所有する稼式によって他の

会社に参加したり 、さらに進んでいわゆる子会社を支配し、あるいは

1也の会社と抹式を災燥して互いに鴎l司の利害関偽を結ぶいわゆる利盆

... ~ílロi 体を必llX: したりする.、二コいう 6主婦のみよ韮なる j毛必』よ、少J/J.λ ii.

， j;; ~王 Iこ とー旬、て :土比按 ii'J :こ思決てわずかの段式資本をも 「 て )!õ常に F常1

.');:1 !¥:を王xする ことi"Ij'症にこ、 主主主{立、 b、わl:f~{l 主主的に I!，'~λ

資本の手に確保される.非常に多数の一般稼主は、もはや、与えられ

る配当の受領者以外の何者でもなくなってくる，会社の運営は、ほと

んど永久的に大賞本家の手に対するわけである.また、こう Lけ 組織

{ヒは、会社の経営の十旨f軍監tT自身をも組縫的にせずにはいないのであっ

て、しばしば特殊の経営者婦を形成するこ とになっ、大資本家の支配

は、この経営者を通して、実現せられる.それはまた、多数の会社4

'*に関係する大資本家にとっては、当然に要求せられることである. I 

ここでわずかに注目されることは、資本間のま昔組織の形成を媒介とし

つつ、その後に資本の内部組織に ;;lhえしている点て'ある .宇野の均合に

は、単に組織化とい う一般的傾向の内外における現れとして並列的に述

べている碕もあるかと思われるが、内部組織論の埋論的展開は資本家相

互の組織的関係を通さなければならないという我qの視角とも重なって

おり興味深い.もっとも、宇野のここでの論旨は、稼式会社の巨大化に

よって経営業務が策雑化することと、一人の大徒主が複数様式会社を支

配するために、個々の会祉の業務に直接たずさわれなくなることから経

営者層の形成を説くということであり、全く支配集中論の筋から来るも

のである.そして、宇野自身による金融資本の定義も、大篠主による金

品主的 ー間接的な支配とい う健在百からのものとなる.

I稼式会社の稼式会社という篠式会社形式の二重、 三重の織造は、産

業企業が単に縁式会社形式をとるという場合より一層その支配権を集

中すると ともに、その支配の内容を金融的にせずにはいない.支配権

を握る大資本家が再生産過程そのものから非常に緩れてこれを支配す

るということがその点を示している.それは資本家社会的なる筏綾な



る支配I!繍を形成するために、if(持の生産過程の支配はあたかも 、資

本の所有と全く 分怨 したもののごとく考えられ、いわゆる経滋者支配

をも確 屯するかのごと くにいわれるのであるが.前にも述べたよコに

この抹式会社形式の1{¥展は決 してそ ういうものではない，恒美、この

先!長の内に確立される金日生資本は、惟にそ ういう文民決織の形式的問

題に解消して理解されてはならないのである.それは資本主義の一定

の発達段階に出現する資本のタイプとして、間人資本、8:業資本に対

比せられる廃史的に特殊な蓄積の儀式をもって発展するものとして嵐

定されなければならないのである.J.，，
この金融資本に特有のifi被援式とは、員n節で述べられるよ うに、産

業活動の内部において、社会的再生産過程を株式制度による資本の集中

によ って支記しつつ、その蓄積をI曾進するよ うな様式である.ただ金融

資本とい う名称そのものが、再生産過程から距磁をおいた金量生的な支配

に由来していることは明らかであろう u こうした定義は、内官官金属皇現象

を様拠に、銀行による金議的支配のイメージを嫌って敏占資本の概念を

提示したスウ イージーとは対照的なものである.

金融的な支配の在り方を中心にして金議資本を定義する方法は、金量生

資本概念を原理的な資本組織を意味する部分と、震史的な条件によって

鎚定される部分に分解しようという孜々の意図からは肯定できない.し

かし、宇野による金滋資本の蓄穣係構の理論的展開は、資本総織の原理

的展開が、景気循環の在り方にいかなる移響を与えるかについて、多く

のことを示唆してくれる.

字野i立、株式制度の利用による資金の集中が可能になったことが、 二

つの帰結を導くとして話を始める.

「こういう格反するこ面、すなわち一方では不断に生産方式の改良を 、

いわゆる合理化として採用しようとし、他方では18来の回定設備をで

きるだけ利用しようとするという 、この二面は、もちろん、それぞれ

の会社の事業の情況、また産業部門を異にする諸会社の間の関係等に

よって、時には前者が、時には後者が主となるのであるが、しかしー

般的には銀行の利害関係に ~休的にあらわれる社会的資金の資本と し

ての遥財による利益によって決定されるものといってよい.貨幣市場

に基礎をおく資本市主誌が、組4の会社、個々の虚業の|自には滋しい長

F を行なわせ々が ム‘ Jユ の引の ~í1 d市 +;.. 干，'1:うのず'おる ，それはー奇ぷLこ
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に助成せられ、条件づけられるわけである.ここでも資本の配分が完

全に社会的統制lを受けるというのではないが、しかし産業資本のよ う

に、自己の蓄積を基礎にして 、銀行に集中せられる資金の貸付資本と

しての利用によ って、いわば外部的にみるときは証主張を促進せ られ、

あると き はその整理を強制せられるとい う のではなく、 すでに'f;~の

鉱張に役ぜられる資本の配分自身が社会的な規制を受けるのである.

ただその規制は、資本と して当然のことであるが ーというのは前にも

侮婚したよ うに資本としては労働者に対立するものとして 、u、かに資

本京社会的に潟市lせられるにしても、!留人的所有を脱しえないし、し

たがってまた資本自身の間の所有関係をも止揚するものではないので

あって 、それに特有な係構をもって規制せざるをえないからであるが

一社会が配分自身に直接あたるわけではなく、 ここでもなお貨幣市場

との関連を通して行なわれるのである.産業資本の場合との相違は、

貨幣市場が資本市場と互いに、それこそ直接的にその資金を融通し合

古関係にあるという点である.資本自身が媛制資本として貨幣市場の

貸付資本と直接比較せられ、それによ って規制せられ るのである 。こ

のことは金滋資本の帝国主義時代の恐慌現象に非常に大きな影響を与

え、産業資本の時代のように資本の過剰をも貨幣市場の利子率の高震

によって規制せられるという典型的過程を憾乱するものといってよい

であろう. J 50) 

ここで言われていることの望書点は、次のようなことであろう.資本市

場が展開されない状態では、資本の社会的配分が、銀行に社会的にいわ

ば集中された資本によって 、貨幣市土誌の利子率によって外話的に景気循

環を通して規制される.これに対して 、抹式制度が利用され、社会的資



:在がいわばl直後的に資本によって使用されるようになると、資本の社会

的配分は)jl)な形1[;て'強嬰されるというのである.袋々としては、資本組

織論の展開後には、足一気循潔による効準化の外的な強制は、より直後的

に資本 l有地における~偏の効きと.資本納長のより恒常的な主主争によっ

て、 むしろその立識を消極化されていくと与 えて いる 。景気循環を首か

せる要因と、それを不明確化する要因のどちらが強く出るかは、まさに

呉体的な麿史的状況によるのであり、現実の循環過程の分析は二つの繋

肉の重ね合わせによらなくてはならないと考えるのである.宇野のここ

での蓄積後式の議論も、結果的にそれに近い鳩成になっていると」号えら

れる.ただ、 宇野の場合、資本に対する規制が直後であるとい うこの線

量生が、我々のように徳構論的なものでなく、資本自身が総体として凝自国l

資本化し、貨幣市場における貸付資本と直接的に比較されるとい うこと

に泣かれており、その点は全く肯定できない.

そして‘宇野は次の段洛で、十分には展開されていないが合立を多く

合んだ、金融資本段階における呆気循環の動態の叙述を行う.

rもちろん、すでに述べてきたところからも認められるように金融資

本の支配す為帝国主議の時代においては、恐慌がなくなるというので

はない。嫌に個々の産業、個々の会社にとっては、自ら形成する産業

予備軍としての過剰人口の動員にもおのずから一定の限度があるし、

それと同時に社会的には生産手段として、あるいは消費資料として使

用しうる生産物を資本に転化しえないて'過剰にもっということにもな

る.金融的に規制せられながら ーというよりも金面量的に部分的に規制

せられるからといった方がよいかも知れないが一個々の産業、倍々の

会社にとっては常にその生産物の販路が重要な問題とならぢるをえな

い.そしてそういう一方の過剰人口と他方の過剰生産物とは、特に新

たなる市場の開発というような外的要因でも加われば、貨幣市場を基

礎とする資本市場にいわゆる設立投徳をもたらさずにはいないのであっ

て、しばしば産業資本の時代よりもより以上の投録的な好況期をも実

現する.そしてまた予怨された利益が一外的要因によるだけに、当然

のことであるがしばLぱ偶発的に一得られないことになると 、E正式鮪

土誌の崩浴として、t[!妾的に自らよって立つ義縫をなす貨常市場に嵐制

せられゐ.ょの過程は、特に産量業貸本に呉坐的にあらわれQえま慌の后i

L号i牲を司15しする甥I-'iとなゐ ，ら とむと I宅式s::~ t ;f~;\ ~こと〈、産量全~
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て強制せられるという制約をある程度解除せられて行なわれるのであ

るから‘そっいう同期件舎の償乱は当然のことであゐが それだけにま

た好況湖の要f1;lを外務的なるものに求めざるをえなくなる傾向を強化

してくるし、また貨幣市島による規制もその資金が必ずしも産業資本

によるものとはいえないことになるので、 その成制む金融資本家的に

なる.資本主義の発展動力もまた金議資本に特有な金議的規制のもと

におかれるものとなるのである .JSけ

ここの議論で滋初におかれている、過剰人口と過剰生産物の不断の継

続は‘包lk資本の巨大{ヒlこ加えて、後illi資本ヒJ童図の1ま史的苦情とじて

置かれているものであるう.それを除外すれば、宇野が言うのは、金日生

資本が蓄積基軸とな「ても恐慌はなくならないが、1'*式制度の利用によ っ

て生産方法の岐普は不況英語に集中しなくなる といコことである.そして、

稼式発行によって集中した資金の銭下には.長期的な多額の利益の予想

が必要であるから、これには外的要因が必要であり、その外的な契機に

よって大湯袋な好況が導かれる.その好況は、らちろん労働力や飯事司の

濁潟によ って恐慌に導かれることもあるが、それ以前に、利益期待のj説

峻による稼式相場の崩落として終わりを告げることもあるというのであ

る.機構論として十分に霊理されてはいないが、資本市場の運動も考慮

に入れた宇野恐慌論の鉱充としては、商品過剰1);量的な論理を浪人させな

がらも、設々が資本市場の唆論において展開した景気循環論と i司じ方向

性をもつものとなっている.しかし、我々は、株式制度の原理論への導

入は、;註気循環自体を機構としては、全く変容させない面と、循環を型軽

忘味化させるi踊との、 2[厨があると考えており、この点を明確にした議

論が必要であると思う.



宇野I立、その拘神性批判を原理論の終結部において行い、金滋資本論

をこれと区別して展開したことによって、!lH書論としてある程度明快な

叙述を行うことに成功した.とりわけ、蓄綴儀式の分析は、資本組織の

i民間による循環の変容を原理的に説く際に示唆的なものとなっている.

しかし肝心の資本組織の理論的分析は、保式会社における大僚主の支配

を触にした理論構成のために、むしろ後退していると言わざるをえない

のである.

ことには 犠式資木は利潤と利子との対立を手11二子の形態ーにおいて統ー

する資本形態であっ、手11;1司準均等化を利子{ヒされた配:当率の均等化とい

う形式において兵由的に進hえする形主主でめるといっと らえJiがポさ(lて

よ 1 した l'l~i千 γ) IN. :定~ f-~ ~;I :，:\ ~~の不足j勺 l工ー "í :{'1. '!~すゐと
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第 5節岩田弘氏の資本組織論

進を通して干1)潤率を実際にち均等化する作用を持つはずである .高利潤

ギの部門の資本家は、 t正式発行によ「て.ょ っ一切同定資本的l広張を進

めようとするであろうし、様式証券を購入するil!Iも尚配当と筏idiの値上

がりが期待でき るから.資金供給も円滑であみう。また逆に、託手Ilt司容

の部門では稼慣の低下によ「て 、R正式発行による資金司!I透が難しくなる

だけでなく、資本家も蓄積を笠えて預金なり様式婦人なりの増殖手段を

求めるであろう。結果として高利籾準部門の:tfif買が促進され、低利潤5幹

部門の蓄積が遅延される ことになり‘干11習1率は不断の不均等の中にも均

芋fヒへの傾向をーi'l!強められるのである .

岩田氏が篠式制度のfil潤率均等化を強める側面を業視するのは、生産

力の一定以上の発展という歴史的前提によ る固定資本の巨大化を像式資

本の展開の前提と して導入するためである.お田氏以言コ.

「それゆえ、さきにもみたように、縁式資本の必然性は、社会的貨幣

資本による科潤率均等化の様介関係が明らかにされたのち 、それにお

いて資本が利潤率均等化を達成しえないという点で定立される以外に

はないとすれば、それは、資本がその内部に包摂し ている生産力の一

定の発展段階において、不況織の個別資本的な議争織による既存生産

力の鍍援と更新の負担にたええなくなり、もはや恐慌による社会的貨

幣資本の独得!をも勺てしてもこれを実現し えなくなるという点におい

て、定立される以外にはないのである.いいかえれば、資本主義的生

産i正、 その生産力の一定の発展段階において 、生産過程に閏定的に集

積された過剰資本を1首別資本的な競争殺による敏竣によって処理しえ

なくなるやいなや、したがってまたその生産後式の限界内で生産力と

生産関係の矛盾を解決しえなくなるやいなや、総じて 、手1I潤率の均等

岩田弘氏はその著『世界資本主義』の中で、宇野が株式資本を、 利演

の利子と企業利潤への分割を具体的に示す制度と して、 物神性論の枠内

で展開していることを批判し 、次のよ うに言 う.

f稼式資本が、 利潤率を現実に均等化することにより産業資本を r一

般的資本』として定立する資本形態ではなく、現実的には不均等な利

潤率を資本還元する ことにより産業資本を社会的貨幣資本に擬制しこ

れを形式的 r一般的資本』 として定立する資本形態にすぎぬとすれば、

それは、稼式資本が、和l活1率を均等化しないでかえってその不均等を

容認しいんぺいする 、したがって現実的にはこれを激成せざるをえな

い資本形態にほかならぬ、と いうことを いみするのであって、資本が

そういう資本形態を要請せざるをえない必然性は、資本が現実的には

利酒率を均等化し えず、またこれをとおして資本主義的生産の全体的

編成を実現し えないという点において 、設定される以外にはないから

である.そして資本が、すでに、利子率と利潤率との対立的関連によっ

て媒介される資本主義的生産の現実的過程一産業循環過程ーのうちに、

利潤率均等化の媒介係構をもっているとすれば、右の必然性は、具体

的にはこの媒介綾織にたいする一定の制約によって設定される以外に

ないこともまた明白だからである.. J 52) 
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イヒと その統一的な社会的生産としての全体的編成とを実現する像機を

うしない、これを容認しかついんぺいするあらたな資本形態を要請せ

!:"るを えなく なるのであって、 それを実現する資本形態こそ 、保式資

本にほかな らぬのである. J>引

こうしてお;田氏は、1*式資本のl原理論的必然性が段階論的必然性と直

結する ことを導き 、金融資本線念の検討へと移っていくのである.そこ

では、氏の抹式資本が、景気循環による過剰資本の撃埋を他の形態で行

うものであることから当然のことであるが、企業体そのものの吸収ー合

併とそこでの過剰資本整理を中心として金議資本が展開されることにな

る.宇野が健式資本の必然性を、重工業での回定資本の巨大化による 、

新設や鉱張の増減の困難一般から導いていることを批判した岩田氏は、

宇野の地合、篠式会社ill.!i!の規定からも、事'Ia司率の均等化を利子の形式

を通して表面的に実現するものとしての証券市場の歴史的展開が抜け落

ちている ことを次のように批判する.

「稼式証券の配当が一服密にいえば配当だけではなく 、幸'1潤の内部留

保分もふくめてではあるがー貨幣市場の利子率によ って資本還元され、

それに対応する練式相場が成立するためには、貨幣市場に集積された

社会的貨幣資本が自由に株式証券の購入に授ぜられたりまた稼式証券

の販売によって貨幣市主誌に復帰したりすることのできる特殊な経済的

機構が成立していなければならぬのであって 、そうした機構とは、い

うまでもなく、稼式証券の恒常的な涜通市場としての証券市場一貨幣

市場の統一性に対応するひとつの統一的な社会的組織としての証券市

場ーにほかならない.こうした証券市場の成立によってはじめて貨幣

市場の社会的貨幣資本は、稼式証券のいわゆる利まわりと貨幣市場の

利子率とを比較しつつ貨幣市場と証券市場とのあいだを自由に涜重量し、

それによって捻式配当の利子率による資本還元に対応した徐式相場を

成立せしめうることになるからである.いいかえれば、稼式配当の利

子率による資本還元と 、それに対応する榛式相場の成立の管後には、

貨幣市場の利子率によって主導されて貨幣市場と資本市場とのあいだ

を貨幣市坊の社会的貨幣資本が自由に流動しうるという特礁な経済的

媒介後備が存在していなければならぬのであって、そつした像織をと

おしてt正式誕券に長制された一定署員の貨幣資本、まさにこれ‘ニモが、

T様式会社の現実的資本:とは 7叩li曹に存イγ lするものと してふらわ

il る ご~i $: ~挺羽i 資 本 と d て 乃 ;'j:式 .... ド:二 ;ょ うもな 入，二い a て Lてヱーとよ

うした隊式証券の緩税資本化によ ってはじめて徐式証券の売買に資本

の売買という形態があたえられ、したがってその限引市喝としての証

券市坊に資本市助という形態があたえられる関係にあることは、すで

にみたとおつである.われわれがささに共同出資のための法形式とし

ての筏式会社制度をして経済的形態滋定としての株式資本たらしめる

特嫁な経滋的媒介と呼んだものは、まさにこの像構にほかならない.J 

s‘' 

t正式制度が資本家によって利用されるためには、様式証券の流通市場

が現実際織として展開されていなくてはならタいことに異存はない.し

かし、保式制度は固定資本投資のための資金を融通するための縫織であ

り、証券市場も銀行資本が長期的信用の手段として開発し、次第に発達

するものである.資本主義経済における経滋主体の行動を中心とした展

開はそのようなものでなくてはならないはずである.ところが、岩田氏

によれば、様式証券の流通市場は様式に凝鱗資本としての形態を与え、

株式証券の売買に資本の商品化という形態を与えるために必要だという

ことになる.これは転倒した議論であろう .株式証券の売買市局が資本

市場という名称で呼ばれるのも、 一定期間の資金の使用権を売買する市

場が便宜上貨幣市場と呼ばれるのと同様の埋由からであり 、原理的には

資本の商品化は展開できないのである.

こうした転倒が生じるのも 、岩田氏が、景気循環では過剃資本の整理

をなしえなくなった産業資本に、社会的貨幣資本の形態を与えて利潤率

均等化を配当の利子化を通じて形態的に達成しようとすることから来て

いるのである.だが、同時に、様式資本のそうした形態の背後では、集

中合併による実質的な整理統合が進んでいることを、岩田氏は次のよう



に指摘する.

「かくて、 f辛*証券の一般的な市場作の獲得l立、それ臼身、保式会社

Jl I皮を tll Hjする虎業ぷ祉の集中合併や整~統合の一定の進展段階の結

~~としてのみゐらわれ、付っ L てその前提とし てあらわれないのであ

るが、 l除式会社a官11支を手11mするこつした既 (i: iíl~会社の集中合併こそ、

じつは、 続式会社制度が産業においてはじめて特定の経演的役割をに

なうものとしてを均する最初の形態にほかならない.と いうのは、回

定資本の巨大化は、不況期の倒耳I1資本的な銭争殺による過剰l資本の様

ノド的望書理一既存生産カの鮫壊と史書Jiにもとづく資本主表的生産関係の

全面的な再編成ーを個々の資本にとってたえがたい負担に転化し、そ

れによって既存資本と既存生産力を破策するかわりにそれを集中合併

しつつ溢存L、不況賂iの個別資本的な競争犠をできるだけ同避する方

I~lへと資本を追いやらざるをえないのであって、 俸式会社制度は、た

んなる共 I~I 出資のための法形式からそうした既存資本と既存生産力の

集中合併のための手段に転化すること により 、したがって貨幣市場に

集積されている『社会的資金の集中』のための手段ではなく、すでに

生産過程に技下され産業的に悶定されている現実資本の集中のための

手段に転化することにより、はじめて.同定資本の巨大化が資本蓄積

過程の うえにもたらす変化との関連において特定の役割をにない うる

がっくりだす特有の形態にあるのである.すなわち、それがはじめて

盛業証券に.いつでも貨i~に転化しうるとい古市渇位をあた之、これ

をとじして:thニ卓によ る利減の資本ぷ1¥..の機織をつくったし、これに

よ、で産業的に投下きれた篠式会社の尽実安永に社会的貨幣資本の形

!~をみたえる 、 という点4これろのである . 二九:エ、 可実の、こと乍が九 、

ものとなるからである。 J.. 5) 

株式交換やその相互保有やさら にはまた新統合会社線への既存諸会社

抹の転換を広汎に利用しておこなわれる産業会社の集中合併や撃理統

合を、きわめて容易にし、その大Jf!&な組織化をらたらさずにはいな

い.これによっていまや、被合併会社や被統合会社の|日稼主は 、自己

の所有株式を 、より市場牲のたかい.値上がりの見込のより大きな、

いつでも貨幣に転化することのできる巨大統合会社の稼式に転機する

ことができるからである.いいかえれば、株式交換やその相互保有を

広汎に利用しておこなわれる筏式会祉の現実資本の集中合併にたいし、

b、まや同時に.社会的貨幣資本の集中合併という形態があたえられ、

ニnによって大嵐援に社会化されて組織化されることになるわけであっ

て、こうした集中合併が、さらにそれに特有な方法一優先稼や社債の

発行によ 勺て 補足される関係にあることはい フまでもない.貨幣市場

と資本m場。関連を利用する資金調遥も¥それ皐体に大き字主主義を!>

つのではなく u産業資本の社会的貨肩書資本への媛鋭化を利用しておこ

なわれるこうした産業会社の集中合併や整理量統合を、さらに資金的に

補足するという点で.大きな意義をもつものとされなければならない.さらに、すでに見た産業会社に対する資本市島の機構的関連も .最終

的には、この集中合併と悉理統合を効率よく行う点に集約して理解され

る.

fこのこと は、しかし、産業会社にたいする貨幣市場と資本市場との

滋格的な関連が、抹式交換やその相互保有を広汎に利用しておこなわ

れる既存度三覧会社の集中合併や整理統合にたいし、そしでまたこれか

ら生ずる『所有の集中を鍾える支配の集中』にたいし、消極的な役割

しかもたぬ、ということを決していみしない.その積極的な役割は、

役資資金の社会的な調達手段として役立つというよりも、むしろそれ

、，s
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J
 
これは、資本市場への原理的な機能についての分析への道をふさぐ方

向での議論である.さらに、同時にそれは、 宇野にあっては、大徐主の

支配の強調によって歪められながらも、経営ないし徳島Eの相対的自立と

いう形で多少なりとも問題にされていた資本組織詮の展開を全く消滅さ

せてしまうものとなっている.岩田氏は、宇野の支配集中論を次のよう

に読み倹える.

「かくて、株式資本とは、その現実の内容に即して規定すれば、社会

。。，
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{内貨幣資本の形態をも「ていくつかの資本家的生jlf過程を統括し、そ

れによって『資本家的再生経過程Aに独占的な支配段構を確立する特

喋な資本形態以外のなにものでもなく、そしてまさにそれこそが、金

融資本の本質的燐定にはかならなρ.宇野教授の強調されてやまぬ r

所有の集中を占星える支配の集中』とは、じつは、こうした金滋資本的

支配機織ー巨大産業会社による r資本家的再生産過程』の独占的支配

ーの r_.'ir.格透以外のなにものでもないのであって、それは、右にみた

ような、社会的貨幣資本の形態による資本家的生産過程の集中合併、

笠間統合の過程におけるヘゲモニーの争奪戦から、すなわち、その主

導権が少数の資本家集団に帰着せざるをえないということから、説明

されなければならない.そしてさきにもふれたように、このヘゲモニ

-1士、こうした資本家的生産過程の集中合併や竺理統合の過程の具体

的な金量生的産業的諸条件に応じて、発行業務を兼営する貨幣市場の仲

介機関や、貨幣可i鳴に彩響力をもっ資本市場の仲介業者の集団や、多

数の産業会社に影響力をもっ産業界内部の資本家集団や、あるいはま

たこれらの種々な組合せに、帰着しうるのである.産業資本自体がす

でに社会的貨幣資本の形態をもっているからであって、巨大産業会社

に支程的な霊長響力をもち、またこれをとおして、 r資本家的再生産過

程』に独占的なお努力をもっこうした少数の資本家集団の成立こそ、

いうところの金融寡頭支配の成立にはかならない o J 57) 

かくして、岩田氏の論理は金融資本における独占と金融案説支配の成

立に導き、そこにおける資本組織としての商品経済的合理性の分析を不

可能にする.だが、独占の形式はまさに後進資本主義国の歴史的条件や、

資本主義国間の競争関係という国家の論理をも含んだ具体的な事情によ

るものであって、決して理論的な展開によって一義的に導出できるもの

ではない.もちろん岩田氏は、そのような歴史的過程を複写して理論を

情5寵するという世界資本主義論の立場に立っているのだから、この展開

方向は当然である.しかし、このように歴史と理論を重ね合わせる方法

は、理論展開の方向にも先入観を与え、逆にまた、歴史を理解する際に

も理論的枠組から来る歪みを与えるものであろう.資本主義経済の現実

の麿史過程を分析する基準としても、理論はその内的な論理に従つての

み十全に展開され、そこからはみ出す議分や、理論的には展開不可0:;な

有14与が さ李済の ;詣 F理 J:l ?llJ、 ι、来る円にモ~~Jなぢ併に t もちのと 1- て常

心Lこ分析さtLなくてはならな いのでJうる，寸Jlょ っなん よとによ ってこそ.

これまで金融資本として糧費念化され、半ばE理論的に、半1;[廃史的に分析

されてきた今世紀の資本主義蓄積儀式も十全にその内容を明らかにする

こと ができるはずである.資本組織の理論とは、資本市上誌の理論ととも

に、いわゆる金滋資本的蓄積を解析する擦の道具となるものでなくては

ならない.

金議資本概念の理論的展開に、歴史的事実としての独占形成を導入す

ることは、金融資本の蓄積段式の展開においても、理論としての一般的

な規定住を取り出すことを不可箆にしている.確かにいわゆる金議資本

の蓄積は、 従来のような胤期的な景気循環を典型的な形で表すものでU

なくなる.1*式制度を利用することによって筒定資本蓄積が景気の動向

からある程度自由になることは、有徳的構成の高度化を随時行うことを

:lJ能にするし、過剰となった固定資本があっても.やはり新たな銭資話

函の開拓と積極的業務展開によって 二短期的には利濁率を低める要因と

なりつつも、長期的にはその制限を消極化しつつ長期的な利潤率追求が

可能となるからである.だが、そのこと自体は、いわゆる金滋資本の蓄

積後構の一般的・理言量的展開が不可能となることを意味するのではない.

新たな蓄積l!tttが景気循環そのものの発現を阻害する嘆図となり 、また 、

より積極的に、景気循環によらずに固定資本の制約を解除しつつ、古車争

的な蓄綴を進めいくということなのである.そうであれば、資本市場展

開以前の景気循環を通した蓄積にかわって 、資本市場展開以降、とりわ

け資本組織の展開過程で明らかとなる競争後態の変化を媒介としたより

持続的ー恒常的な蓄積形式が展開されることが必要となるのである.

ところが、岩田氏は、宇野の金訟資本の蓄積t霊式に関する議論が、そ

の意図に反して形式的な規定に解浴されざるをえなかったことを批判す



る.そ して、臼らのill政儀式泳の縞えについて、次のよ うに言 う.

以上にみたところからただらにゆiらかなこ とは、 I金iaft本の.，'s積

様式』なる ものはひとつの『益綴係式』ないしは r;担』 としては存伝

しない、とい うことて'あろ').--)L 位記七0 年代以降の資本主ふの国

際的;~術進作ーは.ヒ 三 九 li与のぜ大小i兄.lI日1-ノ宣活資本への移行!\~

一、九五一一九0七年の金雨量資本的独占体の成立刻、 0七年一一三年

の資本輸出にもとづく特殊な金滋資本的発展矧の三つの時期に、それ

ぞれに特有な一二つの『奇術段式』をもっているのであって、 r金融資

本の千存続後式』 とは、こうした三つの F苔償援式』の歴史的な推移の

過程以外のなにものて'もな く、したがってそれを全体として特徴づけ

るとすれば、その変質転化の過程の必然性の特殊な歴史的在り方をもっ

て規定する以外にはないのである.しかるに宇野教授は、それをひと

つの r1'1.1ないしは Eタイプ』 として特徴づけよ うとされたのであっ

て、この点に 、教授の r金総資本の苔獄後式』が、したが って金融資

本そのものが、 『形式』的な規定に r解i首』せざるをえなかった第二

の、だがより様本的な理由があったといわなければならない.だが、

じつは、教授の想定されるところとは反対に、 一つの安定的な『蓄積

様式』ないしは蓄積機織の V耳目』をもたぬというまさにこの点にこそ、

九世紀七0年代移行の資本主義が r剣熟期の資本主義A- fJ街符し

死滅しつつある資本主義』 ーとして規定されうる製本があったのであ
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岩間氏の総括する金滋資本の蓄積様式とは次のようなものである.ま

ず、自由主義段階の蓄積様式には、世界市場の外的関遠の一切が、イギ

リスの資本主義的な内t均価値増殖関係に集約され、内面化されるという

機織が備わっていた.その像檎の主軸をなすものが、ロンドンを中心と

するイギリス貨幣市場ーイギリス世界商業ーイギリス線工業という連関

であった.そして、イギリスの総工業の蓄積過程の限界が、ロンドン貨

幣市場の緊張による対外金流出を通じて利子率高庇と世界市場恐慌を生

ぜしめる.このような世界的な安気循環過援を通して、自由主義段階の

資本主義は蓄積を進めていたわけである 自しかし 、イギリス貨幣市渇は

潟工業に対しての貨幣市鴻としての性格の他に、イギリス資本市喝4こ対

する貨常市i越としての性絡をも持っていたと岩尚氏は這う.こよかり、

自由主義的な蓄積機構の釘l輸をなした、イギリス貨幣rn均一イギリス資

ドln:芯 ( ;~'.J スの凶;夜 :内 j先送tE ET J e千 リス決 仁.~ と， . う a: ~lが J"i:js か

れる .こ の連関は、先の連関を悦乱させつつも 、それに基本的には同調

せしめられるとい う関係にあったわけだが、66年恐慌に続く60年代末か

ら70年代初頭の国際的好況を通し 、主制-&11軸の関係を逆転させていく.

そして 、イギリス鉄工業が世界資本主義的蓄積の基軸となることにより 、

不況期における過剰資本の整理が従来の資本価値の妓峻による形では行

いえなくなり、様式会社形式による集中合併を通じた既存生産力の温存

がなされることになった.不況から毎況への転燃も 、産業的蓄積の停滞

が貨幣市場の異常な緩侵から利子率低下につながり、資本市S誌の突然の

拡張を呼び足こすことによる，だが、好況の持続は貨幣市主誌の逼迫から

資本ifjl是正福島書へと導く.

独占体成立期の金融資本的蓄積は、重工業にちける集中合併殺と 、こ

れを手段とする独占間の市場分割競争によって引き起こされた急滋な産

業的鉱張によって特徴づけられる.従って、この時期の資本市地ブーム

は、海外証券投資によ勺て主導された外部的なものではなく 、産業証券

を中心とした国内証券発行によるものである.ドイツやアメリカでは恐

慌を通じて集中合併が促進され、重工業的蓄積が速まったのに対し、イ

ギリスの産業的停滞の傾向の定着は、再び海外投資を中心化するもので

あった.

1907年恐慌後の蓄積は、独占体成立郊の鉱張を支えた集中合併と市局

分割が完了したことを前提とする.イギリスでは停滞傾向が強まり、商

品輸出と生産地に結びつかないままに海外投資が港大した.ドイツは、

産業自体の設備投資ではなく、海外投資に基づく鎗出需要の拡大や国債

発行による政府需要の増大に支えられて10-13年好況を迎えた.同時期

のアメリカ産業の鉱大は、自効率産業などの新産業の出現や、移民の増



加による経済の内包的拡大に基づく らのであ った.

以上のようなお田氏による涯史過程の分析は、 悶際的速効i漏の分析と

してはきわめて迫力におむものである .しか し、その分だけ各国独自の

官史的与件に応じて、 1苅品経済的に対処することを過 しての機織展開の

!I，体的在 りJiや.生産力iド1ft援それ臼 休による産業格iEの変化や泊費様

遣の推移、郷市化や財政的拡大の彩響が、詳細に取り上げられにくくなっ

ているのである.十全な歴史分析のためには、岩田氏のように謄史過程

に金融資本の蓄積像機という枠組を与えるよりも、資本市上誌と資本組織

の i)!l ~量的な展開を路まえ 、 それが具体的な歴史的与件とどのよ う に相互

に拶替し合っていったかを具体的な歴史に周Iして見て行くほ うがよいで

あろ う.岩田氏の方法では、廃史的概念としての金設資本に実体的な意

味を与えると いう氏の目的に反 して、金融資本概念自体が具体的な歴史

そのものの中に解消していくことになってしまう.従来の金融資本概念

の中に含まれていた資本組織論とい う原理論的な側面ま でもが、歴史と

分縫されないままに見失われてしま うのである.

であり、利廻りち利子率と は区別されなくてはならないしかし、様主

の協に大抹王と小係主との分裂が生じて くると 、それまで滋伝的であっ

た 、 l'4:，.:\ :氏4の正弘主長 ;髭本 <1') )正也:集中 ζ 社会的貨J主の泊五i と い う 2 ~是 lj広が

分化して現れて くる" さらに、資本市喝の:発展による隊式孟券の流効性

.' i .~ :i ;.つiユー ~: ~t ~ ~:.二;~~1;¥会王の (t~: ':l~ ::&tr-，I ;.r ~~t 壬 叶: ;ζつけると三 J

第6術 館美光彦氏の資本組織論

に、利廻りが貨幣市場の長期利子率に接近し、配当の後楠的な利子化が

おこなわれること になる。 こ こまでの信美氏の論~磁闘は 、 吉田氏の正正

式資本論を幾分層重構論的4こ整理したものにすぎない.しかし 、資本市場

の篠立が採式会社の現実的益積に対しでも重要な効果を及ぼした こと を、

2点に分けて展開している点は注目に値する.まず、第ーの点は次のよ

うなものである.

「いわば、資本市局に上場されるような事正式資本の隈では 巨大な固

定資本の移動の耐難から生ずる現実資本のやl事1率の回定的不均等が、

その資本自体の偏絡である探婦の均等化によって、 長i雨的にな らされ 、

t正式価格においては、使用価値的に異なる商品を生産し固定的差異を

もっている現実資本が、相互に対等に比較されうるものとして評価さ

れあっている、といってよいである う.しかしさらに、現実資本の運

動を何らかの形で反映しつつ変動する稼価が、急速に髭貴しているよ

うな資本およびそのような部門においては、そこに流入する資金を動

員して、当該資本のI曽資や新資本の設立ー発行等が行なわれることが

可能となる.それによって、固定資本の鉱大が行なわれ、またそのよ

うな資金流入を利用する資本の合併が実現されることにもなるのであ

ろう.このようなばあい、ひとたび投下された固定資本の流出ないし

それの廃棄はいぜんとして実現されえないが、国定資本の相対的拡大

や現実資本相互の編成の調整によって、相対的にではあるが、資本市

場を背後にもつ床式資本閣における、現実的資本の社会的移動が行な

われるものと考えられるであろう.したがって利廻りの均等化機構は、

部分的ではあるが、現実資本の編成にも喜多響を布よiます稼価の変動機

織であるとみなされねばならない. j 5引

お田氏の世界資本主義論を滋承し発展させようとするf喜美光彦氏の金

融資本概念は、事実上よりー熔消極的なものとなっている。

その若 r世界資本主義』の中で、 ffi美氏は金融資本規定が単に資本の

結合形態としてではなく、その蓄積様式との関連において明らかにされ

なくてはならないことを強調しつつ、金議資本的蓄積の規定を形成する

ものとして稼式資本の規定と縫能の分析を行う.佐美氏i立、稼式資本を

端的に資本の商品化と規定し、稼式所有者が所有様式を通して現実資本

を間接的に所有しうるところから、貨幣の商品化とは異なった諸性格を

持つものであることを指摘する.従って、当然のことながら、配当は当

該資本の利調率とは相対的に無関係に決定される利子とは異なった療念
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&初の部分で指愉されている.が!許l率の固定的不均等を線価を通じて

長 úlÍ的にならすと い う ロ ジァク は 、 経済主体の~fIIl f内行劫から理論を展

開すると いう悦点に立っ たとき、全く 無ぷ昧なものである. しかし 、そ

の伶の、.illX資本の:'011[-11"'1配分について資本市場が現実的な役割を来た

し.千llii司率の均等化を押し進めると いうメ カニズムの抱摘は令く正し い，

資本市場における稼価の運効は、t章式蛾入者たちの当該資本家の活動に

対するl!JI待を表している .現在利潤率が高かったり 、将来幸Ili耳率が上昇

することが期待されるtlI門の資本の紙価は高く、 資本家l立隊式発行によ っ

て固定資本投下のための資金を集める こと ができる .遂に、現庄の平lli耳

E事が低かったり 、今後の低下が予f草される部門では稼舗は低く、資本家

は固定資本投下を控え 、和u司を他の部門へ役下したり金融資産等への投

資に向けたり するであろ う.この機織を通して ‘平11湖率は現実にも均等

化を促進されるのである.

rt美氏が指鏑する資本市場確立の現実的蓄積への第二の~響は次のよ

うなものである.

「第二に、巨大産業株式会社は、資本市場の成立によって全面化され

た資金動員と 支配集中の両複箆を利用しつつ、あらたな蓄積を展開す

ることになった.しかしここで注意されねばならないことは、このよ

うな巨大産業株式会社としての二つの篠宮Eの. 一面のみが一方的に強

調されてはならないということと同時に、以後、篠式会社はこの両憾

能のいずれかを 、景気循J.i;iの具体的局面や、各国の特fiの客観的諸条

件に応じて、合理的に使いわけながら、蓄積を進めることが可能となっ

たとい うことである.換言すれば、巨大産業抹式会社はたzず資本発

行を利用したり 、合同を行なったりすることによってのみ、蓄積を進

めるのではなく 、自己の取得する利潤の大きい場合は、いわゆる自己

蓄積でもって国定資本を鉱張することを妨げられなかったし、また資

本市場や景気過程の諸条件において有利であれば、資本発行を利用し

て資本主主張や合併を行なうという、相対的に弾力的な議積を展開しえ

たのであって、流通市場の成立はそのような蓄積を可箆とする線爆を
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提供したのであった. I S 0) 

篠式会社の 2機iiI;の内、片方のみが強調されてはならないとい う諸点

は、岩田氏が資金集中の画を軽視し、企~の集中合併と固定資本の盛理

法合に引きつけ 、 ./{_æ~主"，を セ憎た して議論を展開 したこと に対する !lt

:~I と公っ て b ・ 'i>.立た 、，モ;':\ ，tÁ よ t l:i'i t-- j~ ，:;:' ~台 、ニ ，'" ェミ :è Î r，こよ句 読必

の二つを 、景気循環の局而によって使い分けて主主体として合略的な諸般

様式を展開するという議論はそのまま宵定できる.資本家は好況初期に

は資本市喝の潤沢な資金を利用して固定資本的鉱張を進め、その時期に

は、主i府l演が期待される資本の続舗を中心にどの抹式価格も上昇を続け

る. t~段行動によって探舗の騰資的泡沫がふ〈らみすぎる と 、証券投俵

恐慌が発生し、株価は一時的な極度の低落の後、配当を預金利子率で除

した値である基本稼価を中心としたものに洛ら着 く.好況が本格化して

くると資金の融通は貨幣市場を通した主主効資本的鉱張のためのものに変

ιし、金議後織の中心は銀行資本と信用;初l支の方へ拶って行くと与えら

れる.資本市場はこのように、原埋的には景気循環の内の好況初期に中

心的な役割を果たすものとの考えられるのである.しかし、景気循環を

資本市場が鴻い促進するのは、資本市場と株式制度の段聞が、所有制度

を部分的に乗り越え、資本家の符動4霊式や競争の線車撃に変化を与えるこ

とを 、方法論的限定によって排除する限りでのことである.資本市場と

それに続く資本組織の展開は、景気循環を現実運動の函でも、商品経済

的意議の面でも泊極化することが羽我~の視点からすれば原理論におい

て展開できるのである. rt美氏は.巨大A業株式会社が、l;!:気循環に

対して受身の対応として様々な蓄積方式を展開するのみであり、新しい

景気循環を積極的に生み出したわけではないということを浪鍵に、自ら

規定した巨大産業稼式会社そのものを金議資本とま量定しえない緩鍵とす

る.すなわち、遂に言えi工、氏の論理にしたがっても 、もし原理的に資

本市場と資本組織を展開することが、景気循環を変容させたり 、それに

代わる新たな競争蟻態を生じさせるのだとすれば、それらの原理的繰構

をも q て金量産資本の一般的規定に代えてもよいということになるである

-67ー



うゆしかし、氏は、金級資本概念は‘段階論的現実から抽象された形式

的な.al;tであってはならないとし、はのように言う.

「すでに簡単にみたよ うに、この!!llのま式気循環は、各国の巨大産業縁

式会社のみ椛がその凶固有の金滋市土告と密接に述段iしつつ進められ、

それがさらに、イギリスの金沼市坊を中心とする凶際的機織をとおし

て再編され.世界的景気循環と して展開されるような循環運動であっ

た.すなわち長期 V大不況』に代わる新しい景気街震は、このように

編成された世界的過程としてのみ存在していた.したがって、もし‘

この段階の畏気循環を規制するような支配的資本を、金融資本とよぶ

ことができるとするならば、金日豊資本とは、この段階特有の世界的編

成の中に位置づけられた各国金融資本としてしか規定しえないことが

明らかであろう.!負言すれば、それは、各国に共通する一般的規定を

とりだしたり、また各国の代表となるような典型規定をとっだしたり

することによってあたえられるのではなく、世界的統一機構の一環を

形成する各国特有の資本体制として、明らかにされるべきである、と

いうことになるであろう o j i I ) 

ここでは、岩田氏の場合よりさらに徹底して、金属皇資本概念が歴史的

機構の叙述へと還元されている.だが、金融資本がもはやいかなる一般

的規定としても与えられないとすれば、それは金議資本が概念としては

すでに消去されている ことを章、味しないて'あろうか.資本主主主の発展史

上の大不況期以降の時期の、歴史的事実としての蓄積動態に、金融資本

という名跡を与えて いるのにすぎないのである.

佐美氏によれば、イギリス金融資本の規定は次のように与えられる.

まず、ロンドン金量生市喝は20世紀初頭において 、内外の資本市場と連動

しつつ変劫する産業資本市場が、短期l貨幣市場によって間接的に規制さ

れ、それがさらに割引市場をとおすイングランド銀行の金準備の変動に

よって調整されるような立体的像情として構成されていたと言う.イギ

リス巨大産業稼式会社は、このロンドン金融市場の編成に照応した蓄積

を展開した.すなわち、イギリスの過剰資本の投下としての長期資本輸
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出l主:煙期の貿易金肩車と相僕つでア多角決済事重構を通じたt!!:界貿易の鉱

大をもたらし、イギ リスの袋品輸出をt曽大させるとい う連関が存証した

のであった.だが、ロンドン金融虫市場の中心的地位に基づく豆大保式会

社のIIO.潟な蓄積は、滋烈な怨慌を他国へ転嫁するすることによって回定

f t，、 グ、 ~M t{- ~向 を 促進 L 、 -; -;.' '}ての止 'i'1 rη?予沼モコ 4こ" .....え-..二三

した企画虫市場と産業禄式会社の干18量的速関を通じた:;1$1費動態そのものが

イギリス金融資本とし寸名跡を与えられるのである.

イギリス金融資本の場合と同織にして 、アメリカ ドイツの金融資本

も潟定される.アメリカの渇合、独占体内部かムの利沼1再投資を主とし

つつ、限界的資金をニューヨーク資本市場とイギリスの海外投資に求め

た蓄積を行うアメリカ巨大稼式会社と、資本市場を支えながら、準備の

最終的拠点をロ ンドン貨幣市場に依存せざるをえない短甥貨幣市局を含

むニューヨーク金融市場との達関そのものがアメリカ金量生資本とされる.

また、ドイツ金級資本ら 、カルテルという十分な強力さを欠く独占組滋

を持つ、 銀行の移響力の強い巨大産業稼式会社と、国際収支の悪化を阻

止するために海外の短期資金借り入れに依存しながら、園内設資部面の

良さのゆえに海外への直接投資に向かわざるを得ない金融市場との通関

としてとらえられる.

だが、ここまで各国の工事情と時代状況に即して叙述された各国の蓄積

動態に、金融資本なる名称を与えることに怠味があるであろうか.ffi美

氏が金融資本と呼んでいるのは、稼式制度を利用しているとはいえ、産

業部面に資本を投下しているという意味での産業資本が、歴史的なその

国独自の状況の下で、金議市場との連関を通じつつ具体的な蓄積極重構を

展開している事態に他ならない.実は、 ffi美氏自身も.ほぼこれに等し

い謡言遣を示している.金滋資本規定についての循足的な注意点のひとつ

として、 ffi美氏は次のように言う.

「第二に、ここでの金雨量資本とは、原理論における r産業資本』とも

次元の異なる概念であり 、それは資本形態上、 F産業資本』と直後に

対比されるようなものではないという点である.もちろん原理論にお
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ける r産業資本』 一 労働力出i品を事l余情位取得のm~として、社会の

物質代謝のー溢将をになっ生J主的資本ーとい う総定は、資本主義社会

のあらゆる段階に通ずる資本規定であり、金滋資本胤Aの中執となる

巨大庄支持式会社ち、そのような r注 定資本Aが均品化された ものに

すざない. じたがって、 持式資本を前提 し、 保式資本と会議ifiぬと の

一定の関連のもとに運動する金議資本とは、 『産業資本』の存在を基

底においた、より 具体的な資本蓄積の機楠として認識されることにな

る.このことは、ひるがえって自由主義段階における支配的資本が、

原理論における h産業資本』とー00%1司じ意味の資本として犯挺さ

れてはならないことも、 しめ している であろ うB それは、金量生資本規

定との対比でいえば、厳密には、自己の利涜の再投下によって蓄積す

る たとえその形態が合資会社てあったとしても いわゆる『産業資

本』と、当時の具体的金融市湯との有機的連関をもった蓄積機織とし

て把獲されるべきであろっ.. J 1> ~・

原理論での産業資本と段階論での産業資本とを区別する必要があるだ

ろうか.原[l聖論は純粋に商品経t育的関係だけで理論が展開されるが、 そ

の展開過程で種々の金融機織との連関の中てー産業資本の蓄積が行われる

ことも 当然述べられる.現実の茶僚過程を分析唱る際、その説明要因に、

非商品祭主奇的なものが入り込むのは当然である.そうであればこそ、純

粋な商品経済体系である原理論が分析基準とされ、 L京理的に展開しうる

経済的諸般織と原理論では展開できない樫史的ー具体的要因との相互作

用が明らかにされるのである.そうであれば、原理的な産業資本は現実

のそれとまさに同じものとして理解すべきであり、したがって産業資本

と区別して、蓄積動態の総体を泡す金融資本の名称も不婆とされなくて

はなるまい.結局、 ffi美氏の場合にも金属虫資本槻念は不安なものとなる

論理構造なのだが.これまで金融資本被念によって表現されてきた事態

を分析するためには、原E理論の中にまだ展開されなくてはならない機構

があるのである.その一つが現実機織としての資本市場であり、もう一

つがそれを媒介にして展開される資本組織である .ffi美氏は、金融資本

を単に歴史過程の中に解済してしまったのみならず、様式資本の原理的

混Aも現実の巨大虚業f*式会社の形成を千定したものとして行ったため、

支4' r[j ~品掃の憐織とし C のl民副か小十7士号d:.iこ、氏本組滋の合雄的i風間

について全く無視する結果に終わっている ，現実における資本組織的聖書

泊の.fI'l九の (でみ :jta守六の '.t'1r ~ '!..:，))立 ι:.C;;.':<1コードf1 1二

してとらえられ、歴史的叙述を探れた経涜機構としての分析はなされな

いのである.

金日生資本堤定と独占体との関係について 、ffi美氏はJ欠のように言 コ.

1まず第ーに、独占体は ‘すでに考案した資本市場の成立による株式

資本の支配集中機能の機構的発展、およびこれを基礎とする巨大傑式

会社栂互の合同体として、 一定の時期に、すなわち金議資本の成立婦

に確立したものであること 、したがってこのような独占体と それ以前

の独占的諸傾向とは、内容上はっきりと区別主れ、 r大不況』中にみ

られた諸々のカルテルについても、またその F諸説滋にあたる資本の

結合体自身が相対的に不十分なものであったことが確認されねばなら

ないであろう.

また第二に、各国の独占体は、各国の産業上および金議上の湯i乏に

対応して "..;':それぞれの特有の形態をとって成立したこと、たとえばイ

ギリスにおいては、市場占有率は低いが一定の分業関係の上に成立し

た巨大産業稼式会社相互の合同体として、すなわち独占的資本結合と

して、またアメリカにおいては、市場占有率の高い巨大産業稼式会社

の合肉体ないし株式集中によるピラミッド的支配として、すなわち強

固な独占体として、さらにドイツにおいては、ある程度の市場占有率

をもった銀行中心の巨大産業会社の合同体とそれにもとづくカルテル

として、成立したことが明らかであろう.換言すれば、それは金滋資

本体制の一環としてのみ、しかも後に明らかにするようなこの中に占

める ・定の意義と矛盾を含んだ、資本の合同体を輸とする独占組織と

して、把握されねばならない.. J .. J) 

そして、佐美氏は続けて、独占体と景気循環との関連について、また 、

一70ー マ，



独占休と海外役資の関連についてという こつの問題の議論に移る.我々

もa気循需の変容と海外直f:<}投資は、資本総滋の展開の系論として論じ

ムるべき問題と」号えている.

まず、住JE氏は.it気循環との関連について.三つの論点、に分けて冶

乙 る。~~ ーは 、 第一次大犠前の独占体は、宗主主循環を混制する 1J を持た

ず、むしろ:設気循環の局面に応じて閤定資本の高度化を促進したり、反

対に閣定資本の場存を図ったりという、できるかぎり合理的な行動をと

るだけであったことである.第二に、不況期にあっては、独占体は価格

の下方硬直性を作り出すことでボl籾を維持し 、価格下落の影響を中小資

Aに転嫁したことである.第三は、第一次大戦後に支って独占体が国内

経涜全体に決定的影響を及ぼすようになり 、価絡が上方にも下方にも硬

直的となったこと、そして、アメ リカ資本主義の20年代におけるこうし

た自律性の喪失にもかかわらず、国家の積極的介入がなかったために大

恐慌を生じたことである.ここでは結局、独占休の彩事警が価格の自律的

運動を妨げることのみに限定されている こと になる.

次に、独占体と過剰資本の海外投資との関連について陀美氏は、両者

が決して表裏の関係にあるのではないとし、二つの論点を提示する.第

ーは、海外投資が、独占的結合体の成立以前、イギリスの大不況以来の

不況基調が過剰な固定資本に対応する過剰な貨幣資本の形成を必然化し

た時点からすでに行われていたことである.第二は、独占体の成立によ っ

て独占利潤として現れた過剰資本は、必ずしも海外投資へ向かわず、世

界的金量生資本体制における各国独自の特殊性に応じて、異なった形で処

理されたことである.ここでの議論も、いずれにせよ過剰資本の処理形

式の一つが海外投資であるという視点から路み出すものではない.もち

ろん、海外投資が国内的な産業発展を押し進めることも、イギリスの場

合には述べられているが、歴史的国際連関に即した説明であり、より一

般的な機構論とはなっていないのである.
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第7節 馬士号宏二氏の資水銀議論

鳥島昌宏ニ~aのi*式会社と金議資本についての考察は 、 資本の商品化の

煙姥の指摘と 、ふれを媛帝lによって業り越えみ汚水主長の五五効の分析か
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問題 j において、労働力指品化と土地の痛晶化が像情的に展開されるよ

との間主主を示した上で、資本主主社会の百苦労1的な活劫主体である資本が

商品化されることには無理があることを指鏑する。まず売手の問題とし

ては、十分に高い緬倍を提示する貸手が現れ、完却金てP より t寄与fl剥の他

の部門に移劫できみょっな事態がなければ ‘企業を売却することはない"

もっとも、不況期の集中の場合には、企業の売買が起こるかもしれない

が、残存設備価値以下の売却であれば、それは企業:rt貨というよりは、

中古生産手段の転売であると言うのである.また、企業の資手の問題と

してら、長期的に自由にできる資金を企業の買収に崩いるにめには、合

併による生産力上昇や市場における地位強化によって、自企業の拡大よ

りも高い科、潤をもたらす可能性がなくてはならず、やはり問主主であると

する.さらに、売買をする際の価絡評価が、 flj潤率の第一定の越しさやそ

の変動のために、またそれが資本家的活動とも切り継し建く 、公開され

るものでもないために、客観的に行いえないと 言う.かくて 、氏は、次

のように商品化の無理をまとめ、それを乗り越える機構を展望する.

「資本の商品化における困重量はおよそ右のごときものである.それは、

純粋資本主義社会における資本の商品化を、皆無には しなかったが、

再生産の動向を規定するほどには展開しえないものにとどめた.現実

の資本主義はこの限界を突彼する機構を株式会社制度という形で作り

出した.それは、労働力商品化を基盤とする資本主義社会に内在する 、

いかなる関係をも商品化しなければやまない傾向を線拠とする機構で

あり、単一体である企業に分割売買の形式を凝鱗するものに他ならな

い.筏式会社は、企業に統一牲を保持しつつ、企業から所有権を、~

は配当という果実に対する請求権として分縫し 、この所有権を物化し
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評価して商品化に適するものと化す制度であった.あらゆるものを商

品化する傾向を具体化して 、資本の商品化の有無を突破する形式、そ

れがほ式会社制度であった .無f型を乗り越える高次の形式として、そ

れは資本にいっそつのフリ ーハンドをもた らすものであったが、来り

遜えの:効力自体は、この無理を内包する純粋資本主義からは現われ鐙

く、むしろ外務的に導入される ことになった.すなわち、再生産に支

配的影響を及ぼすほどの株式会社制度の普及は、労働力 と土地の商品

化が前提する原始的蓄積の過程に、いわばなかば匹敵する、資本主義

社会全体の変質一自由主議段階のm国主義段階への推転ーをつうじて

もたらされるほかはなかった.それが、原理論 段階論ー現状分析か

らなる宇野経済学体系に、稼式会社制度の位置づけをめぐる難問を課

すことになった事情である.つまり難問は、資本商品化の無理の反映

に他ならなかったのである<> J G") 

馬土品氏は、資本市場及び株式制度の展開が資本主義自体のある変質を

媒介するものであることと、それが資本主義の高次の形式として、 一層

の効率化機構、すなわち資本組織をもた らすことを適確に指摘している .

しかし、その資本主義の転換をもたらすために克服 しなくてはいけなかっ

た図簸を資本の商品化の無理と規定し、すべてのものを商品化しようと

する資本主義の傾向という抽象的で無限定なものに動因を求めたことが

問題であった.も ちろん、氏は、資本の商品化の無理を突破する直接的

効力を 、生産力地大に基づく資本主義の不可逆的変化に置き 、段階論に

つなげていく.つまり 、資本主義の商品化衝動を歴史的現笑が媒介する

形で、株式会社制度による凝制的な資本商品化が行われるのである.だ

が、氏の稼式会社論に含まれるこうした根拠の二重牲が、形態と実態の

ズレと いう筏点から金議資本を説くという難解な方法につながるのであ

る.

馬場氏は、資本の価値t曽殖が資本家的活動によって担われているので

あり 、資本家概念がその活動に基づくことを明確化している.だからこ

そ、資本の商品化の無理が言われるのだが、問題は原理的に資本の商品

-i4.-

化はあるのかどうかということであろうー氏は~木主義の商品化傾向を

般底に置き、歴史的与件を契機として、単一の遜動体である企業に分~!

返貨の形式が縦訓されるとした.だが、そのような盛差損iには武本主義的

合f望牲を見出し殻い。残々は方法諭的前提によ って所有制度の転機の側

c..、 J 噌 2 ー '‘' 川 一.~.' -."一‘一'、 ・ー、
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と遺体資金の転用I曽婚とを担う機織と し て!京F型的に~関した，そこでは ‘

捧式証券は配当収得権の商品化ではあ勺ても 、交ぷのr.orrl，イヒて'はなか「

た。純粋に商品経済的利益の追求を効図として展開される原理論におい

ては、資本の商品化に合理性は見出し えないとい 今のが理由てある.資

本とは資本家のヰIJ溜獲得'ii5効を外{濁から見て名付けた績念て戸ある以上、

その活動性まで含めて商品化することができないのはむしろ当然である喝

資本家が生産設備を一括して売却することがあるなら.それが市上誌にお

ける残害価値以下であっても以上であっても、資本の完買ではなく中古

生虚字段の完買でJうることは、資本の綴念から してI明らかでめる.己正式

会社は、いわゆる常国主義段階になってから 、 直lC~rni に普及したのだっ

たが、それは資本の商品化の無理が資本主義の樫史的大変動によ勺て乗

っ滋えられたといっょっ、資本組織というより高次の資本主義的機構を

現実にら展開した方が利演が増進できるような生産力段階になったこと

を意味するのである.資本家は、それを使うことによって利潤率を高め

ることが可能な隈つで資本主義的諸縁檎を利用するのであって 、その怠

味で資本組織の利用も可逆的な過程であるし、メリットがそれぞれ異な

るため、産業認商ごとに這った普及の仕方をするのである。

ただし、馬主号氏が次のよ うに言うとき、 動因を資本の商品化の無理の

乗り越えに求めることは日1Iとすると 、資本産自滋論につながる金議資本概

念の合理的側面を指摘していることになろう.

Iともあれ、労働力商品化の無理がひとたび原鋭的蓄積によって乗り

選えられたあとは、無理を内包してであれ、産業資本的蓄積機織とし

てきわめて活動的な経涜社会が成立した.資本術品化の無理はこれと

同程度に役源的なものではないが、 l直定資本の巨大化にもとづく筏式

，、
司
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会社形式の産業資本への かならずしも全面的にではないー普及とし

て乗り超えられ、支配的領域における金議資本の成立をもたらすこと

をつうじて資本主義の新段階を形成した.この形式によって、資本は

紘一の実質的な保侍とお分的な社会性の獲得とが戸.Jl時に可能になり、

それまでの個人牲にもとづく制約から解放されて、ヨリ客観的で、ヨ

リ柔軟でヨリ多様な蓄械を展開しうることになった.現在なおみられ

る金滋資本の強靭さは、n:式会社制度のもつかかる意義を存分に利用

した結果だといってよいが、その意義は資本の商品化の無理を乗り越

えるにさいして初めてまと土って発輝された.tJ正式会社はそこに至る

まで、原理里論的世界の中で l萌芽形態としていわば~っていたのである.

，
 

s
 ‘
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資本組織の合理性，客様性 効率性に着目する一方で、馬場氏は、そ

の資本の商品化の無理が克服されず、重工業的発展という麿史的与件を

踏まえて金融資本としてのみ実現すると考えたため、現実のいわゆる金

融資本に見られるような、所有と支配の集中のI函を欠くことのできない

ものとして概念化してしまう，氏i立稼式会社制度を金融資本から切り離

すことがないため、資本組織も、周辺部に中小個人企業を多数残した独

占組織と結びつけてのみ理解されるのである.馬場氏は金肩車資本概念の

考察に移るにあたって、次のようなまとめを行う.

「労働力の商品化に無理があり、それをのりこえるには歴史的には原

始的蓄積の過程が必要であったが、この過程は、もともと別の形態で

束縛されていた主体性を資本のもとに収奪するものに他ならず、収奪

のために、一般には第乏化と釦圧を伴った.資本の商品化の無理を乗

り遜えるにも、主体性の収奪が必要であったが、このたびはそれは、

企業の主体性を形式上平等に分割した稼式会社の普及という形をとっ

た.それによって、資本家の窮乏が起こったわけではないが、多くの

出資者の無掻能資本家化や小抹主の配当取得者化や他企業の合併といっ

た主体性の買収は可能になり、その裏面として企業に支配権が保持ー

集中された.もっとも形式上この企業支配権自身も買収されうること

-76-

になり 、それは現実にも時々発生するが、ともかく資本の商品化は、

資本家補互関の主体性収奪を寅収によって実現する制度に他ならない.

したがってそれはすべての資本に均等に発袋するものではない.その

ff，j点においては‘質的にも経済の軸芯を凝り 、!l的にも巨大な規模の

&主主壬正1!~ r ~~ζ 官エ I~ ， .. :、Z{i!J.} ~二ニ I友 人 :l 、 ;. ;') "il'i :H~，こ‘ _:'..... :: _.:. ':': 

程度で不完全な商品化を示すヨリ多数7】資本を .そのさらに下に株式

化もしない圧倒的多数の資本を控えるという形にな・る。この、 i寝点に

立つ完成した商品化を示す資本は、かなりの程度で金融資本と重なる

といってさしっかえないのである.. J s r; ) 

こ うし て導かれる 、，~場氏のぞ缶詰生資ホの規定の特徴は、形号室と実 (4，の

ズレを強調することである.その場合の形態とは稼式会社制度の普及と

それによる金融的支配のことであり、実体とは重工業の独占形成をfF--.

た発展のことである.そして、そのズレは、資本の商品化を綬拠とする、

重量;alJ資本と現実資本とへの資本の二重化;こよって生じると高 う.u:容の
I街品化ということ自体、商品経済関係の過剰海透であり、資本主義の嫡

熟であることから、形態と実体のズレは、それまでの資本主義からの後

々な逸脱現象を生み出すとするのである.氏はそれらの関連を次のよう

に述べる. 、'$:-:-:;叫 r， rt .oc.次ぐ~S ， 、 J ーー，、 ζ

「商品経演の過剰渉透は、商品の無概念牲の徹底を意味するが、それ

は、資本の増殖の場が、究極の源泉たる剰余価値の生産過程からます

ます穫れて、金融上あるいは涜通上の操作による非生産的利得にひろ

げられることとして現れ、また、 一定の資本最を擁する金融寡頭集団

が、ヨリ高い生産的非生産的治殖を求めて 、いくつかの部門間に吸着

と誕目見をくりかえすこととしても現われる。金属生資本が、投機牲をも

腐朽性をも含みうるのは、こうした無概念性の発現であろう.金量生資

本の形態はこの側面を含まざるを得ないのである.

それと同時に、資本自身の商品化は、産業資本には樹祭な、資本に

対する社会性の部分的付与を意味する.個別偶然的な諸制約からの解

放は、資金の集積、企業集中、生産組織の客綴化や合理化、独占等企
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~間組織の形成といった 、;訂撞資本に特敬的な組織牲を成立させる前

提となる.そして 、部分的にせよこうした社会的組織性が与えられた

ことが、産業資本形式では凶:iiIだった、重工業はじめ多t甚な新産業の

資本のもとへの包筏を "f能にした.それがf量級資本の笑体をなすので

ある.

こうして金融資本は、資本の商品化によって形態的にも実体的にも

最高の資本となる.その資本蓄積過程の特徴は、いわゆる不均等発展

に他ならない.なぜなら 、形態的無概念性と実体的組織牲との組合せ

しだいて'、戸l程度のI台殖率O)-Fにおいてさえ、生産力発展にさまざま

なテムポの差が生じうるからである o j 61) 

ここでは、形態の側面が無幾律性あるいは腐朽牲といった不合理な面

に、実体の側面が組織性や効率性といった合理的な面に引きつけられて

理解されている.しかし、我々のように原理的に資本組織を導出しよう

とする場合、合理性と不合理性とを端的に結びつけて概念化するわけに

はいかない.資本家が利調E与を高めようとして展開する繰々な合埋的・

効率的な活動から生まれる段構として、資本組織は考えられなくてはな

らない.無政府的策争に支配された資本主義であれば、いかなる機構も

絶えず行きすぎを含みつつ躍霊能しているのだから、計画的な生産ー涜通

に比較して短期的な綴失が生ずる傾向がある.だが、そうした行きすぎ

自体が、生産力を発展させ生産ー流通橡構をより効率化するような形で

作用するのである.事実、馬喝氏が形態函と呼ぶ資本市場軽量1曹は、投憶

を主主みつつも、長期資金の散通段構として合理的な面を持っているので

あり、理論的に展開するぬ合、その面がまず指摘されなくてはなるまい a

そもそも、馬場氏が形態と実体のズレ、そして腐朽性と合理性の共存

という形で金融資本を問題にするのは、金融資本の持つ資本組織として

の性格を、歴史的条件による独占・集中と不可分のものと考えるためで

あった.そして、その視点は、原理論における資本の商品化の無理が、

歴史的な契機を媒介にして解除されるとする認言重から来るものであった.

だが、無理を解除するのが歴史的な契機である以上、それは個別的ー具

。。司，a

体的な状況として解析されて旨くてはならないはずであり.金融資本を一

般的に腐朽性と合理性を合わせ待つものと凍念化することはできないは

ずである.遂に、もし、いわゆる金融虫資本の中に、理論化できる一般的

性織があるそらば、それらは絞済セ体の合略的行効によ「て形成される

ーのとして、，]正 J型日句もこ ら :;Æ ;;討 'ごさ 3 二二 Lこ な入 - 勺よ 、 よ二 ~ ぺ ・

ゆる:?li;d.資本の合E量的関商ーそれは、形態と実体 つまり令頑とだ漢の

両面に存存:するが を、資本市崎治・資本組織品としてj京均的に!長関し

た上で、独占の形成や資本の商品化という!U%ilなどの歴史的事実を具体

的に解析していかなくてはならないのである.

独自の金議資本担軽念を規定Lた鳥島号氏i;i:、縫いて ー論文 r金融資本の

蓄積様式Jにおいて、景気循環の変容として現れる、金量産資本の議積動

態を問題にする.氏は、金量生資本の蓄積が自律性を持たないこと 、長気

変容が商品過jlJ説的になること、それらの結果、呆気が周期性を失い外

部依存的になることまでは共巡訟滋であると三つ.モのj二で、金品皇資本

の蓄積は長期不況にも大型好況にもつながるものだが‘不均等発展の視

点が摩史的効15の分析に重要であることか ら、長期的強蓄積が可能であ

ることを示さねばならないとするのである.馬場氏は、金量産資本の蓄償

援態を好況期の分割暗から始める. 切、

f過剰人口を与えられ、自らはなしくずし的な生産方法の改善によっ

て遊休部分を含む18い設備と新鋭設備とをともに縫する金縁資本が、

蓄積基輸になっているとする.外部からの製品需要が与えられれば稼

効率が上がり 、とく に新鋭部分については凶転が速められるから 、悠

占価格は安定的に総持されていても売上噌自体とコスト低下によって

利潤が増える.外部需要が充分大きければ、!日式の遊休施設も縁動す

るだろうが、償却ずみ設備ならむろんのことそうでなくともよほど低

能率の設備でない限り全体としてのコスト低下によって利演を減らさ

ずにシェアを広大しつることになるし.同時に新鋭設備のヨリ急速な

拡大に導く.この過程が続けば、いわゆるスクラップ・アンド・ビル

ドの継続によって、技術的なk:..昧でも生産性が上がりコストが下がる

nwJ" 
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から、価絡を引き上げる必要はない. l*Ä~lr;tによる 巨大産業企業と

らなれば、干'1潤極大化原埋に従コとしても、商人資本のように敏速に

短期的に極大平11潤を追求することは困難になっ 、むしろヨリ長期的な

採算に従うであろっし、そのための財政上のゆと りも出てくる.走H滋

的な、安定をつうじた利潤追求になるのだが、実は採式取It支や独占自

体も、個別資本にとっては安定装置なのである o j &81 

こうして外部需要によ って好況が始まると、内部市喝の砿大によって

自己肱大的な好況過程に入っていく.金融資本が有銭的構成を漸次引き

上げることと資金が容易に入手しうることから、労働力や利子率の舗が1

は急には来ず、好況は長期化 しうる .もちろん、やがては労働力の制約

にぶつかるわけであり、そこで生じる恐慌ないしは不況の後絡について、

鳥助氏は次のよ うに言う。

「それがいかなる形で現われるかは一義的にはいえない.中小企業の

破設によるか、資本市上誌の崩様によるか、あるいは金議資本自身が市

場梗塞から生産制限を強めるか、さ らにはそれらの複合か、いずれも

ありうる.ただ、産出単位の大きい新設備がいっせいに好況末怒ない

し不況初期に稼動するようなことになれば、大型の君主憶にもなる.そ

してひとたび不況に陥ったばあい、その自動反転が容易でないことは、

諸説がのべているとおりである.独占は生産制限を強め、内部市場を

累積的に縮小するであろうし、既存の技術的発展の成果がひととおり

使いつくされた後であればなおさらであろう.過剰資本は破壊される

かわりに合併や遊休によって温存さ札、独占価格は引き上げられない

ままでも縫持されて中小企業を収奪する.大型の外部市場が、それま

での蓄積の結果としてであれ政策的操作によってであれ、準備されて

いない限り、不況は長期化する.むろん生産力の構造や外部市場の形

成といった粂件しだいで、 比較的軽い不況て'済むこともある .J i!l) 

このように、好況局面にも不況局面にも鎌々の外的条件や歴史的与件

が彰響を及ぼしてくるところから、馬場氏は、金量生資本の蓄積様式を必

然性を含むものとして定型化することはできないと結論づける.ただし、
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同時に 、それを安定砲の変動として措くことは可能であるとも言う.思

ヲに、いわゆる金級資本の面積儀式とは、周期的i踊尽につなかる t袋凶と、

.i<: j î:: 1生ないし iユ it 爪{厄泌を消像化す<>>~とにつ色、 かゐ:品H!'1 、 <:'ら，~は.

虚業椛iEや市場rt;i1!などの歴史的 'i件とい う、二つめ努国を未Jl'化のit

ェJ二点!r.!.. /:，. Lノ1て'i，tí~ ;:1士1， ~ 1';'河 t;' 'i .<λil L~' .日， ;.~ :ll ，;' '叫l官.f;CI、'n"

祈を M紋化 し、(樹耳I!の極是を明確化するためにも 、j良男識の内部でF理論

iヒでさる ilil二位の唆[t:jと、 !匡史的条件とをま rも「て)}"離して考慢 し、

寸の後に結合してよj体匁に孟るようにすヘきであらう u モnり異質の t寝

[!~の複合を安易に概念、化することは、現実の分析を fl つ阪にあらか じめ

同定的な砕を課することになるのではないかと忠われるからである 。

局場氏は、金雨量資本の議積様式の分析に緩いて 、その糸論として、産

業指遣と金融資本形態の関連 と‘現代資本主おのt員一気!!illid政策の忘;昧と

をとり上げる。後者は、本稿の課題からははずれるのでひとまず焔くが、

liiI-f，は資本，ji滋の縄;告に市岐を与える bのとな って い る。 )J~ i!~gJ止、 j~

級資本は株式ililJI.支を利用し、相互に結合した つ庫業と金融が互いを取り

込んだりすることによ(てー重工業から始めて、 61由、活力、 化学、巴l

動単.石油化学‘ 包子産業といった新極楽を次々と淑り込みながら.雌

業構造を発展させてきたと言う.そして、氏によれば、妥工業以降の生

産力の高度な発現としての各種産業を支持 t広大し、自ら取り込んでい

く函が、金融資本の実体的合理性の核心をなす。そして 、そうした新産

業を介した発展こそが、企業集団を形成する動因であるというのである .

「さて、かかる発展の結果 、産業的金融的連関をもっ巨大抹式会社の

諸集団が形成される.おのおのの企業は、集団内の他企業に対 しては

集団外に対してよりも、独占形成や産業述関上の組織化に当たって結

合しやすいのがふつうであるつ υ だがそれらが、絶えず集団内の金滋

的中枢によ って統 ー的に支配されているとは限 らない。 儲々の産業保

式会社が巨大になるほど.その相対的自立性は強まるであろう.した

がって、独占的組織化一般は凶定資本の巨大化した産業の企業にとっ

て有益である にしても、それは集団内結合には|浪られない，一企業内

1
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却においてさえ 、いわゆる分権塑経営組織の有利さがいわれるほどで

ある。こうして株式会社制度は、いわゆる所有と縫営の分滋 ーむろん

完全な分自Eではない n 経営支配の相対的自立性のことである a それー

をもたらすことをつうじて、慨して、広くかつやや希薄な金融的支民:

のもとに、 持)Jil(Jて'かつ生産技術的に合哩的な経営組織を作り山すた

めの炎置として徳能する。したがって金融資本の基本的性格は重工業

の発達のうらにほぼ表現されるとはいえ、そのひろがりや、弾力性は

そこには尽されないのである1> J 70 J 

ここで、馬場氏は、当fJJ金謙~Jな独占的支配としての金融資本体の内

部で、個々の産業株式会社が相対的に独立していき、やがてゆるやかな

企業集団となっていくことを一般化して述べている。この展開は歴史過

ねを抽象化したものであり、叙述の J~íiFfは歴史的な前後関係によってい

る.だが、論理的に企業集団なり資本組織なりを展開しよ うとすれば、

順序は逆になるのではあるまいか。

様式証券を当初から支配証券として規定することはできない。それが

馬上島氏の言う資本の趨品化という僚制l を伴うからである.その語~i1iIl その

ものに経済的合理性が認められない以上、原王型的に無媒介に展開するこ

とはできない.ただ、株式:tiIIJ支は事実上、資本家の動かす貨幣や商品や

生産手段について、所有制度の部分的な乗 り越えを可能にするのであり 、

そのことが資金収集の相対的容易さとも相候って、長期的手11潤追求行動

を可能にすることになる.資本家の長期的展望u、短期的な利1与を犠牲

にして、資本相互の組織的取引による長期的な利潤を求めることを可能

にするので、資本聞の組織的関係の成立を促す，この資本組織は、産業

連関に沿った相互依存的な関係であり、支配の要素は含んでいない.し

かし、資本組織が競争関係や機会主義によって妨げられつつも、各所で

成立し発展すると、それは上下関係をも考慮に入れた結合にも転化しう

るようになる.その協力関係は、基本的に命令系統を伴う以上、容易に

統制と支配の関係に変化する.そして支配関係を輸とした資本組織や、

さらにはヒエラルキー構造を持った資本の内部組織が成立しうるのであ

る.その段階に至って 、株式保有による長期資金の融通関係が、支配の

関係と結びっくことが言いうるのである.

島崎氏は、いわゆる金縁:貨不問話会が発JH均で合母性を持ったむので

あるこ ζ-~適確に街指しつつ ら ‘}匡史過程そのまま に正ず強聞な独占組

可， ， 、ー， ム . _!'''l 、-- 、 . 戸 h ・をぬ・ーをー__ ...'， .... 'U ......旬、‘4 ・
明'~:J' I ':U;; v '';を ft;ニ，、-''_、 ~ '~L~~;"" -:r"--.:H L'; 、、... ~...j 1ド) !~ ど二 、

そこなったのである.また 、経営組織の理論的な位夜づけも不明縫とな

らざるをえなか「たのである。

事8節 大内)J氏の資本総議論

大内力氏は、積極的典型国と消極的F亀裂国とい う2極の運動を鮒にし

て資本主義の 世界史的発展を叙述するという独自の段階論の方法を主張

する。そして その段階諸の帝国主義4'史のぷ分を明らかにした、大内

力経漬学大系~5 巻『帝国主義論 下』の中で、重工業化の進展と銀行

を中心とした独占組織の形成を、広く先行研究に目配りしつつ展開した

後で、金品主資本の概念を改めて問題にする ω

Eところで、この過程を金議資本の確立として従えるというばあい金

融資本なるものが何をいみするのかは、すでに示唆したように若干困

難な問題をもっているので、ここで一応の餐埋を与えておく必要があ

る.周知のように金議資本なる概念をはじめて定立したのはヒルファ

ディングであるが、かれは金融資本について有名なつぎのような規定

を与えている. r産業の銀行への依存は、かくして所有関係の結果で

ある，産業の資本のますます噌大する一部分はそれを充用する企業家

には属さない，かれらは、かれんにたいして所有名ーとして対立する銀

行をつうじてのみ資本を処理する機能を与えられる.他方銀行は、み

ずからの資本のたえず潟大する一部分を産業に固定せざるをえない.

それゆえ銀行はますます広汎に産業資本家となるのである.私はこの

ような仕方で現実には産業資本に転化している銀行資本すなわち貨幣
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形態をと った資本を金政資本と呼ぶ.ーー・産業に充用されている資

本のますますJ<~大する 一部分は金融資本すなわち銀行に処理機があり 、

そして企業家によって充用される資本である..!と.レーニンがこれ

を引き合いにlliしつつ.この定義はぜ生皮と資本との集僚が 独

占を導くほど尚j支にたっしていることにたいする指摘がない』限りで

不完全であるとしながら、それを補充して『生産の集僚、そこから生

ずる独占 、銀行と産業との雨量合あるいは主主着ーこれが金融資本の発生

史であり 、金融資本概念の内容である. j としたことは周く知られて

いることて'ある. J "/1 I 

そして、まず大内氏は、レーニンの指策と異なり、ヒルフ 7ディング

は、金融資本が株式会社とともに発展し、産業の独占化で最高度の形態

となることを明示していることを示し、むしろレーニンの方が稼式会社

の意義を全く無視している点でより不完全であるとする.とは言え、ヒ

ルファディングもまた、資本の所有権の所在へのこだわりと、資金と資

本との概念的区別ができていないことによって、金融資本の概念構成に

失敗しているのだ、と大内氏は言う.そして、次のような注目すべき指

嫡をするのである.

「金融資本を規定するliあいに、資本の所有がだれに属するかを問題

にすることはいみのないことであり、現実に銀行と産業との関係を規

定している諸ま量得一所有関係はその一部にすぎないーを明確にしてか

かることが必望書なのである.しかもそのうえに、直嬢に銀行が産業の

資本を所有しているがゆえに r現実には産業資本に転化している銀行

資本』こそが金融資本だという奇妙な定義がそこから導き出されるの

だから、この点は十分に批判しておかなければならないであろう. J 

宅1色、

大内氏は、マルクスの資本組織論的言誌を受けつつ、所有者の意味が

抹式制度の下では浴極化していき、むしろ偲能している現実の資本家が

組織を形作り、 11檎として活動していく面が大切だとするのである.所

有関係は資本組織にとって決定的な要因ではないという認議がそこには
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ある。これは、株式証券のを配託券としての側面は、資本の絹織的関係
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W/~ として、子宮融資本の条件として所 .(:[1守に対して 77i に貨幣形怒を(保持

する必突があゐことを置〈ことで‘ f食品虫資本がJ1HiOl持つ台{画;il:1手4こ玲

小1ヒさ il. 当J事貸占車ャ有抵当貸付なとが排除されてしまうニとを街泌す

ゐ .さらに、~ 三に.ヒ r L 7 i・ディングが銀行資本からの転fヒとい 勺i煩

からのみ金融資本を とらえ、接行資本による支配を強調したf理由の ー勺

が、 19世紀末から20世紀初頭のドイツの事情を過度に一面的に一般化し

たことであると述ベー次のょっに批判する.

ド ー面化とい うのは、 ド イ ツのばあいにはた しかに銀行が持傑や役~i

JRjむをつヴじて産業にた しけて強いおき事 1)をら "たであろ ;しげし

それを _'i面的に産業の銀行にたいする従属 とし 、銀行そのちのがJ荒誕

の緩賞者になりきってしまったかのように提えるのは明らかに誇張だ

からである。産業企業には産業企業としての利子fかあ り、いかに巡行

との緩着を強めたとはいえ完全にそれに従属するわけではない.弱者

の聞にどの程度の従属性がありどの程度の相対的自立性があるかはケ

ースによ ってさま ざま て'あるが、それを完全に一体化したも ののぷう

に捉えれば、かえって金議資本の実態を見あやまることになるであろ

う.また、ドイツにおけるよ うな銀行と産業との結合のしかたそのも

のは、あるいみで特嫁歴史的な諸事情に依存して形づくられたもので

あっ 、ド イツ自体でさえ第一次大戦後になればこ ういう関係はかなり

の変化をみせることになる.いわんや他の資本王手電諸国のぱあいには、

それぞれのゑ件に応じて異なった結合の形態ができるのはむしら当然

である.もちろんドイツの金量生資本の形成のされ方をひとつの典型例

として といってら金級資本そのものに典型があるというょっは、帝

国主義的諸関係を積極的に形づくる点で典型だったのだかー捉えるこ
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とには十分理由がある.しかしそれをいきなり一般化してしまうと、

かえってその特殊な形懲の背後にある金議資本の一般的地定は見失わ

れることになる.さきにみたようにスウイージーが、ヒルファデイン

グのいつ金滋資本がアメリカには発見きれないとして金級資本そのも

のを !'iAするのは特殊な形態とその背後にある本質=一般的規定との

関係をみようとしないことから生じた誤解ではあるが、ヒルファディ

ングの右のような ー般化にも一半の責任があったのである.. J 7] I 

ここで、大内氏は、金融資本の一般的規定が可能であり、またドイツ

やアメリカの金融資本の特殊な形態を明らかにすることが必焚であると

する.これは、岩田弘氏やrt;美光彦氏ら世界資本主義論者の金融資本概

念が 一般的規定住を希薄化させ、歴史的具体的な過程そのものに解消

していく傾向にあったのとは対照的である .だが、もし金融資本の本質

を一般的に潟定することが1可能ならば、それは原理論の概念としても民

間できるし、そうすべさではないだろうか。馬上誌宏二氏の論考を倹討し

た際にも凡たように、一方で金融資本の一般的規定を姉1象的になしなが

らー他方でその生成を歴史的に説くことは、結局金融資本の性格を不分

明なものとし、あまりに漠然としたものとすることになるのである.

大内氏は、金融資本の本質規定を、宇野弘蔵の論述を発展させつつ行

う.そして、その内容は、 31点にまとめられると言う.まず、第一に、

氏は次のように述べる.

r (ー)金再生資本というのはけっして銀行資本とか産業資本とかい勺た

個別の資本ではなく資本の組織体である。そのばあい銀行が上位に立

ち産業がそれに従属するといったヒルファディ ングの捉えた金融資本

は、かれの時代のドイツの一定の歴史的諸条件によって与えられた特

殊な形態であってかならずしも普遍性をもつものではない.一個の持

株会社がその傘 Fに銀行と産業とを包摂するばあいもあれば株式の持

合いをつうじて両者に結合関係がっくり出されるばあいもあることは、

白本の事例を見ても明かであろう.ただ金量生資本的蓄積が何らかの社

会的資金の集中による蓄積という金融的手段に依存する面がある以上、
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銀行一銀行と銘う勺たものに限らずより広くさまざまを名稔と懐僚と

をもった金議後関ーと産業との何らかの催告がこの組覇軍のうちにさま

れるのはとうぜんである.ー金議資本という名体はこのいみて'十分いみ

のある呼(f片である 白 1
7..

1 
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いる点である.これは、同じく合議資本の一般的規定が必要であるとす

る局局氏が、結局巨大産業株式会社として金雨量資本をとらえるのと対照

的である.さらに、大内氏の場合、金融資本の名祢の彼処を 、馬特氏の

ように金滋的て'間接的な支配に求めず、 t重J走資本塁の議穣に加えて、金

品生的 F段を使って社会的資金の集中による答F置を行いうる点に求めてい

るのも特徴的である.

第二に、大内氏は、資本の組織化が様式会社形式を媒介としたもので

あることを指嫡する.

(二)このような組滋化は抹式会社形式を様混としている.あるいは

資本の商品化をm鍵としているといってもいい.そのばあいこの資本

の商品化はつぎの三つの点で組緩化を支えるとともにそれを性格づけ

てもいる.すなわち第ーは右にもふれた社会的資金の集中である.保

式の公募のばあいはいうまでもないが、金議機関をつうずるいわゆる

間接全再生の裏付 新線の引受発行や担保物件としての提供等ーに使わ

れるばあいも稼式が社会的資金の集中の上で重要な機能をもつことは

いうまでもない.そしてそのような集中を基礎として稼式会社は発達

した電化学工業を資本制生産のもとに組み込むとともに、それを綬拠

として独占組織を必然とするような生産と資金の集中を現実化するの

である.また第二に、この銀銭化は様式の保有関係によ勺て裏づけさ

れることをつうじて強箇な基盤を与えられる.それはカルテル、シン

ディケートの形式のばあいもそうだしトラスト化のばあいもそうであ

る.さらに混合企業の形成、コンツェルン組織の構成および銀行と産

業との愈着等においても、様式の保有が紐帯をなすことはすでに明ら

かにした.人的結合もこの繰式の保有関係を背後にもつことによって
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はじめて可能になることはいうまでもない.そして第三にこのような

組滋化は、さまざまの災なった注業部門 生産のみでなく I創業金滋

等のt定通部門までをひとつの経営体の巾に包段し、経営~を『資本一

般を只体的に代点するものに転化』させるという株式会社に特有の集

中}1式によって 可能と なる ものである.周知のょ っにtI:式会社のばあ

いには、資本は凝視l資本化をつうじて現実資本とは無関係にどのよう

な部門にも移動し うるし、追加役資はいかなる部門にも向い うる.そ

ういう ものとしてそれは『資本一般』になり、あるいは r無概念性』

を賦与されるわけである.金融資本はこういう資本の性絡を基礎とし

てーときには相互に有録的関連をもたないさまざまの産業分野までを

むそのもとに包様し、その組織化を達成するのである. J 7 ~、

大内氏の場合、 抹式による資金の集中が傾向として独占組織を生むと

いう側面と阿時に、その組織の強固さが株式の保有関係によって裏づけ

られる ことを強調する. 健かに 、 氏の言う ように、資本組織の形式は~

式~ll支を媒介して行われるのであり、資本に一般的に結合への要求があ

ることから無媒介に説くわけにはいかない.たとえ資本にま古合要求があ っ

ても、所有とそれに基づく競争関係によって妨げられ、資本組織が一般

的に成立する環演にはないのである.ただ、抹式制度は、信用制度では

不可能な長期資金の様通を可能にするという 、あくまで資金融通制度と

しての後能を本質としており、支配を集中するためや.組織的関係を強

聞にするための軽量能は、派生的なものと考えられる.株式制度が資本組

織の、少なくとも可能性としての一般的形成を媒介するとは、占牽式制度

から直接保有関係を通して組織体の形成につながるということではなく、

それが、資本主義的競争の前長である所有制度が部分的に徳能しない領

域を作り出し、平tJ潤追求という意味でさらなる効率化を可能にする前提

となるということである.所有制度から部分的に解放されることによっ

て、資本家は長期的利潤追求が可能となり、その長期的展望の中で資本

経援は形成されていくのである.稼式を保有することそのものには、本

来支配や資本所有の意味は無いのだが、その保有が将来的にさらなる資

金提供の意志を表示するものである限りで、株式保有関係は株式を発行

している資本に対して金峰をi虚じた$1:)Jのtw-f寺をぷ昧する.寸のrnI1J'

すでに氏立している組織的結合肉偽を宝量化する ι とに伎胤さ孔たつ川、~ .

んに資本組織が内部組様化した上高合、支配関係を確保 したりするために

，--， 、ヘ ーー 、ー，_，.. ... . 、 ー ' 町、」 、;....、、3 ?と_:c よ、川元

;寄生じると考えるのは、結果としての~，~のみを見た. :)ドR望論的tj‘杷握

である "

大内氏ら 、組織の形成を様式:tI1J.itや l資本の尚品化 IIこ一義的に結び

つけることによって、資;容認畿の持つ合理性 効率性を論理E展開の中か

ら搭としている，さらに重大なのは、筏式証券の保有を資本の所tfと同

一慢することによって 、様式の.n得が資本の綾なの産業分野への自由な

移動を怠味するかのよ うに考える結巣に1.:.....，ていることである.らしあ

る資本家が異なった生産部門をも支配し包祭しよ うとするなら、その;';11

;円に測する情報を集めー実物的な投資を行い、生産 lli先などの資本家

的活劫を行わなければならない.それが金h法的なf間援的支画Eであっても、

単に稼式証券の多数を取得するだけでなく 、回定資本投資や製品開発の

}i向など長期的決定には実質的に関与するのでなければ r包怨する J と

は言えない.稼式取得と組織化とを分荷量できないものとしてとらえるな

ら、組織化の内実と担豊富Eが見失われ、いわゆる金融資本も『資本一般 1

として「無概念性j という理念によって表されみらのとして映じること

になってしまうのである.

太内氏は、*滋化の意味を資本集中とは切り縫し 、その限りでは抹式

保有とも分離して理解しようとする視点を示しながら 、ここでは逆に支

況の集中の面に片寄って抱援する傾向にあ「た.その帰結i立、いわゆる

金融資本に見られる資本組織の展開を、必ず独占に帰着するものとする

ことであった.

r (三)字野博士の』まあいにはかならずしも明示的ではないが .このよ

うな組織化は主主占を目的とした組織化であり、またそれによってはじ

めて独占が有効性を持つにいたることはいうまでもない.
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さて、右の三点が確認できれば金議資本の本質は明かであろう.そ

れは隊式会社制度をj左礎として生産 e 流通の諸分野を包摂した独占組

織ないし組織化された独占資本である<> I 16) 

だが、組織化が必ず独占と結びつくとすることによって 、大内氏の金

融資本論は資本組織の一般的鑓定を展開する方向を自ら閉ざし 、その射

程を現代に伸ばしえないものとなったのであった.この大内氏の独占埋

解を批判的に指縞し、資本組織論につながる組織化I!(解の自由度を高め

る作業は、すでに小野英祐氏によってなされて いるa 小野氏は、大内氏

の r帝国主議論』の書評「段階論の方法と核心Jにおいて.大内氏がイ

ギリスの海外投資を『金融資本の諸相Jのーっとする字野の所説を排除

しておきながら、その製品昼となった金融資本の「資本一般」という規定

住を評価することの理由を問い、次のように言 う.

「というのは、ことはさきほど多少の官保をほどこした著者の金融資

本規定そのものとも密接に関係しているように思われるからである.

金融資本的蓄積様式を説き 明かすさい、著者はE重化学工業において笑

現された高水準の労働生産力をどのように処理するのかといういわば

笑体的な側面を霊筏され、それをm拠づける様式会社制度については

ほとんど言及されていないが、そのことが著者の金融資本規定の外廷

をかなりせばめることにつながっているのではないかと思われる.結

論からさきにいえばこうである.著者は金議資本を r資本の組織体』

として捉え 、組事量化の目的を独占形成に求められる.この主張の前半

はわれわれにもほぼ納得できる.しかし組織化の目的は独占形成の-

J点に限られているわけではなく、 もっと多様な目的を含みうるのでは

ないかと忠われるのである. J '11)  

小野氏が、いわゆる金融資本を 、必ずしも独占に結びついたものでは

なく 、様々の合理的組織を含むものとしたことは評価されるべきである.

氏は、資金の集中に伴う支配の集中によって、大稼主は支配の量を鉱大

するだけではなく 、その貨をも変化させるという論理で、採式会社に基

づく金議資本が、技術革新のための研究開発をはじめとする経営上の合

理性にのっとった組織的な生産過程編成を追求するようになることを示

す.そして.その合F望的・組織的な行動が、資本所有の制約からの相対

的解放に由来するものであることら明示し‘ている .さらに小野氏は、こ

うした篠式会社による再生産過程の組織化の延長上に独占体を位置づけ

ることができるとしつつ、それが前世紀末から今陛紀初頭の歴史的条件

の制約によるものであったことを指鏑し、次のように言う.

「しかし再生産過程の組織化のあり方は、資本をとりまく外的廃縫い

かんではさらに変質する.もともと会社経営にたいする支配権を集中

した大資本家は、特定事業部門に鼠踏するとはかぎらない.著者が説

いておられるように、稼式会社制度に特有な集中方式にもとづいて生

産.流通の多様な部門を、そして場合によっては国境をこえて、包E更

する.このような状況のもとでは、 r支配権を獲る大資本家が再生産

過程そのものから非常に緩れてこれを支配する』ことにならざるをえ

ず、 rその支配の内容を金属量的にせずにはいないJ.むろんこうした

支配内容の変化は、支配下にある、あるいは新たに支配下に組み込ま

れた事業部門において資本がなお独占形成による利益を追求するこ と

を俳除するものではない.だが各部門における労働生産力の発展状況

?市場現境、油たわJ:各事業穆門のi商品?かんすは軍大資奈ヨ誌は低 t

利潤率古E門における組織化を断念b:-・資本を動化し、より高い利羽率 ー

が期待できる部門へ移動するであろう.そして新たに参入した都門で

独占形成による利益を追求するか否かは、資本をとりまく生産力的、

市場的環境いかんということになろう 4要するに資本は、採式会社制

度の具備する資本の動化および動員徳能を駆使することによって 、支

配対象を特定事業部門の枠をこえて量的に拡大し、各部門への投資量

を比較的容易に調節し、したがってまた支配の内容においても、金量量

的な色彩を一段と強めたのである.換言すれば大資本家は『特定の事

業にたいする利害関係に拘束されない、資本一般を具体的に代表する

もの』に転化しているのであって 、かかる音草分的な社会住を具現して

いるがゆえに資本は金訟資本となるのである.J '1.) 
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ここで小野氏は、資本には市場競争を制限するこ とによって独占利益

をあげようとする一般的な要求がある ことを前提に、それが生産力的 ー

市場的条件によっては不可能であったり、むしろ非効率であったりする も

という論理で、資本組織の形態的自由度を確保しよ うとしている.だが、

.fの展開で問題となるのは、第一に、資本の独占利益への要求が確かに

あることは事実だとしても、それが競争関係や畿会主義的な裏切り、そ

してょっ岐本的には、設予者の革新行効によ って少なくとも長期的には

必ず溺峻させられるという理論的関係の指摘がないことである.そのた

めに、資本組滋の中でも、競争の否定としての独占組織は、かなり特塁走

な条件の下でしか成立しえないことが十分に述べられていない a そして、

独占利益に代わるものとして、多部門の金融的支配による利酒を追求す

ることから、非独占的な資本組織が導かれるため、それが情報収集や生

産性の向上、最気変動による収益の不安定性や市場条件の変化による損

失の除去と いった長期的利潤追求に基づく行動である ことが見えてこな

いのである.資本組織は、根本的には長期的な利濁率の上昇を求めて形

成されるものであるが、効率性の飽くなき追求が短期的には経涜的効率

を阻害する事態をち生じさせる.いわゆる企業売買や乗っ取りという事

態もその最たるものでちるがdそれを通ヒちさらに競争関係が促進され

てもいくのである.そうした重層的で動態的な行動が把握きれていない

こと により 、小野氏の現代資本主義的な状況への理解も 、いささか平凡

なものとなつてしまつているのである.ぷ氏は言4主主，

『以上にみてきたように、稼式会社制度のもとにおける支配集中にも

とづいて資本が展開する組織化の内容は多穫である.たしかに、労働

生産力の¥9世紀末の状況下では、組事量化の必要に迫られた鉄道業や、

重化学工業における資本にとっては、独占形成がもっとも効率的な方

法であった.しかしそのご、支配集中がー磨進み、資本をとりまく外

的環境がさらに変化するなかで、独占という個別事業銀門内部の、そ

のかぎりでは再生産過程に密着した組織化よりも、それから相対的に

遊縫した金通量的組織化の方が、大資本にとってはより合理的であると

-92-

いう我況も出現した.近年におけるコングロマリットや多国籍企業の

発展はその間の事情を物語るものであろう.したがって金融資本をー

織的に定義するとすれば、~式会社の支配集中韓霊能にもとづいて実現
崎術<<. ..".._ .. ・喝 -~・d・併俺酔 ..... l.... ~.. ‘'‘ F 、品、‘ムが
された金電量的な支配機構をつうじて再生産過程を資本家社会的に:‘=そ

れゆえ所詮は部分的に組織化する資本とい うことになろう.念のため

につけ加えておけば、要J点は再生産過程の組織化にあるが、そのため

には主体たる資本もさまざまな方法と程度においてみずからの組織化

を図るのである o J 79) 

小野氏は、生産力の水準の高まりが要求する再生産過程の組織化から、

資本自身の組織化を導く.つま り技術的合理性からのみ商品経済の主休

たる資本の組織化を導出する傾向が強い，このことが、彼占も、コング

ロマリア卜も、多国籍企業も、何らかの技術的合理性ー効率性とのみ結

びつけ、いくつかの組織化のタイプと して平板に並べてしまうのである.

だが、 独占は何度も言うように、今世f紀初頭の特殊な条件のも とで、帝

国主義政策と結びつき 、むしろ競争と対立するものとして形成されたも

のである.原理的にも独占への要請はあるが、競争によ って妨げられ全

面化しないものとして説かれなくてはならない.また、コングロマリッ

トについ丈宇 u 無論、範闘の経済といった合理的な側面もあるのだが、

それがゆるやかに結びついた企業集団を越えて過度に発展したのは、投

機的事l得の獲得とい う、 様式制度に不可避な資本主義的な行き過ぎが重量

図となゥていたためであった.さらに、多国籍企業について言えば、企

業の内部組織の分析に加えて、資本主義の空間性を問題にすることで出

てくる複数経済閣と主主替市場の展開を踏まえた議論が必要である.総じ

て小野氏は、資本組織の合理性・効率性を明示した点については大きな

功績があった ものの、その半面として、資本主義的投録性や逸脱が必然

的に生じることを軽視している点に問題を残したと言わなければならな

い.そのことは馬場氏の資本組織論を論詳した、次の部分にも明らかで

ある.

「教授は『金滋資本は、稼式会社制度にもと づく資本の商品化を一般
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的基盤として成立するが、資本の商品化が産業資本をこえて展開する

諸機構の組合せによって、企業別、産業別、国別に、産業発展の差を

主内容とする多燥な諸積様式を示しうる.宇野 r経済政策論』て.f金

融資本の諸相 Jとして定式化されたものは.そのうら、代表的三国の

代事長的J部門についての横断的特徴対比に他ならなか「た』として、 r 

隊式会社制度にもとづく資本の商品化を一般的基盤』とする金量生資本

が現実には多様な蓄積様式を展開しうるとしておられる.しかし教授

にあっては、金量生資本の形態規定が、様式会社制度によって具体化さ

れる資本の商品化猿精そのものにひきつけられて理解されているさら

いがある.したがって、徐式会社制度を F一般的基盤』としながらも 、

株式会社における支配集中の進展の結果として実現される金融的な支

配機織に事実上金融資本の形態規定をみるヒルファディングや字野の

所説との簡に多少の差があるように思われる o j a 0 ) 

確かに馬場氏は、金議資本に於ける形態と実体のズレを強調しつつ、

原理論に接続する簡を形態、すなわち資本の商品化機織にひきつけ、実

体闘は重化学工業的な産業連関の形成に伴う歴史的現実分析に委ねたこ

とによって 、資本組織形成のメカニズムの分析が不十分となっていた.

しかし、小野氏のように、技術的合理性を追求しての組織化一般に、い

わゆる金訟資本を解消してしまうことは、資本主義的な経t育機構として

資本組織が持つ特殊性に目をふさぐことにつながる.資本組織の持つ効

率性と校軽量性の両国を十全にとらえるには、安易に歴史的分析に委ねる

ことなく、資本主義的経淡犠織として原理的に展開することがどうして

も必要なのである.

市湯の展開は何らかの形での所有と経営の分鷲を伴い、所有から経営が

--)Eのl'l!越をとることが、生z主妓術上、ゐるいは経営上の合理性の-M

の追求を可能にするという論点は、いくつかの傾究に共通に見られた説 ‘

占、である 。また、株式制l支を採用した資本にあ「ては、株式証券のヮモロ

に 上「て双i!?した資在 で人:.:.1-たi亘!;E::rドは ‘tr本去によ 勺て 1'IHlされ 、

第9節 機構としての所有の機能と綴界

その資本家的活動によ ってあげられた利潤は、配当方針に従って探式保

{;ï~に分配されるが 、 資本家的活妨にJづいて{史的される物的資産や貨幣

への直後的利用 ー処分権はもはや隊式保有者にはない ω 株式保有者は十

全に発達した資本市場で株式を販売するこ とによって、保有志章式の1市上品

(画絡に等しい貨幣額を回復できるのみである .原E型的には、保有線式ゼ

ロの資本家も考えられる以上、資本家的活動の中で動かされる貨幣や物

的資産の所有者を誰と考えるのかは大きな問題とならざるをえないので

ある.さらにまた、資本組織そのものを可能にする、資本家的活動その

らのの質的変化が、何らかの形で所有制度の部分的乗り越えと結びつい

ているとすれば、資本組織の原理的展開の必須の媒介~として、所有制

度の位置と意味が明らかにされなくてはならないことにもなるのである .

これまで、経滋学においては、所有は資本主義経済の前提とされ、そ

の意味や本質が経済学的に議論されることは少なかった.商品経済的合

理牲にのみ基づいて経済諸箆略ー諸制度を理論的に展開する経済学原環

論においては、流通主体の個人的利得のみを目的とした自由な活動を保

証するために冒頭から商品及び貨幣の所有を前提せざるをえないことも

事実である.しかし、その原理論を展開していく上で、さらなる効率化

機織である資本組織を展開するために、所有制度の意味と 、経済合理性

に基づいた活動にとゥての限界とを明らかにすることが必要であるなら

ば、その段階で所有の本質規定を改めて行うことが欠かせないのである.

ここでは、所有の本質規定について、経済学的に徹底した分析を行っ

た数少ない論考の一つである、松尾秀tt氏の著作『所有と経営の経済理

論』をとり上げ.所有制度の僚能と限界とを明らかにしていく.

松尾氏はまず、同書の第4主主「所有と経営の経ifif!里論ー経済学の理論

資本組事査を原理的に展開するには、所有をめぐる考察が必要であるこ

とは、これまでに見てきた諸研究からも明らかである.t章式制度と資本
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的再生」において、 宇野の原理論展開の方法を理論における主体の設定

としてとらえ、この方法を徹底させることで、資本家を所有の契軽量と活

動の契憾の二本立てで規定する従来の視点を批判しようとする.すでに

松尾氏は、府L¥;の序論において‘所有を観念としてと らえ る独自の視点

を明らかにしていた.すなわち、主体の客体に対する行為が、~，識的か

っ自覚的に、他者を排除するものとしてなされ、しかもそれが継続的で

あれば、そこに所有しているという観念が生じると言 うのである.そし

て、氏は、自らの所有理論を次の4命題にまとめる.

f 所有とは人間の観念である.これを所有の第一命題と呼ぶ.しかし、

この所有という観念はなにもないところからは発生しない.では何が

人間に所有という観念をもたらすのか.それは、人間のありとあらゆ

る活動そのものである.人間が主体として対象に働きかけること、こ

れが人間の認識なり観念なりを形成する根源なのである.オレのモノ

という所有の観念も 、人聞の主体的活動の結果もたらされる副産物な

のである.これが活動による所有観念の派生という命題である.要す

るに、人間の意識としての所有観念は人間の客体にたいする活動その

ものによって、自己の活動を媒介にする2主体認議として発生するもの

なのである.この命題を所有の第二命題と呼ぶ.しかしながら、この

ような所有の訟議は人間の活動を必ずしも規制しえない.これを所有

の第三命題と呼ぶ.とはいえ、特定の時間と特定の空間のもとでは、

人間集団において人間の行動を規制するものとしての、いわば社会と

しての制度をなすものとしての所有の観念が発生しうる.これを社会

通念としての所有認識とか、規範とか呼ぶことにして、この特定の人

間集団の共同観念としての規範に人間の商品経滋的活動までもが制約

されることがありうる.これを所有の第四命題と呼ぶことにする.こ

の第四命題は、資本主義社会というような固有の時空の設定を必要と

するものである.例を挙げれば、会社の経営の権利の売買などという

問題や、稼主の総会における議決権のような権利にかかわる問題は、

人|自の商品経涜的行~それ自身からは説明できないものとしての第四

命題の観点を-o婆にするのである .， !!I・3

こうした絵尾氏の、所有を観念として見、それが制度として人間行動

を制約して，<-，る局面として‘の企業党貨や稼王誌の議決権あじらえ・る量量点に

対し、 1li々はl所有を経済猿鳩的な制度 と見、 ぞれが商品縫済的活動を効

ド{ヒする持凶!と、さりーなる幼ギ{ヒのたのに，1[U，YJ反が乗 り遠足λれ心J44

而を観察するはずである"保式証券が支配証券としての性格を持つよう

になっ .いわゆる企業売買が行われる理由ら 、あくまでら所有の部分的

乗り越えを筏拠とする資本組織の展開を媒介として理論的に説明される

のである.こうした理論的媒介を経ない限り 、資本の内部組織の本質も

卜全に明ムかにすることはできない.例えば、絵尾氏は、資本の内部組

織を 、資本家がその商品経務的行動目的のために、共同体的関係を利用

する事態として、原理論のすべての局商に存在し うるものとして説く.

「たとえば、ある資本家と他の資本家が結合してひとつの資本家共肉

体を形成し、ひとつの資本家的機能乏志を形成するときの資本家のビ

ヘイヴィアは、資本家が個人絹人の自己のがl濁率を地進させ、極大に

も「てゆくために 、過去の記f患のなかから く共同体魂〉を呼び起こし

て、その人間集団としての行動後式を自分たちの行動様式に内部化し.

利用するビヘイ咳押ず毛のちのであるνそζには、資本家共同体を形

成した複数の資本家が.共同体の序列的人間関係のなかに組様化され、

資本家共同体の指導者としての経営主体と ε下位序列の非経営主体に

分化するという共同体的ヒ'へイヴィアのよってもたらされる非商品経

涜的分化ー発生のプロセスまでもが内包される"このような資本家共

同体の内部の行動後式とその諸結果については、たんなる商品経済的

行効主体の行動を規制するく交換魂〉なり〈流通魂〉から一元的に説

明できるものではない.資本家共同体のなかには、資本家同士のなか

にも、あるいは貫録労働者をも内包した資本家的人間集団としての資

本家共同体のぱあいもそうであるが、そこでの人聞の意議のうちには

く共同体魂〉が貴かれている.共同体は、人間と人闘が趨品交自障を直

接的媒介にしない人間関係の集団である"いわば商品経iRが他人同士
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の人間関係であるのにたいして、共同体的人間関係は直接的に人格と

人絡がぶつかりあう仲間同士の人間関係であるといってよい.仲間と

いうのも広い意味の仲間なのであって、共同体の上位序列を主主いあう

ライバル関係をも合んでいる.あるいは共同体から脱落したり、政逐

されたりする諸関係もありえよう Q I 82) 

こうして松尾氏は、資本家が相互に とり結ぶ関係は趨品経済的なつな

がりとは区別された共同体的関係であるとする.だが、資本組織を共同

体と呼んでしまうと 、それが資本主義の利潤追求行動の中で果たす機構

的役割はかえって見にくくなるのであり、氏が共同体を原理論で間~に

すること によって資本組織を原理的に汲う方法を切り妬こうとしたこと

は評価できても、その展開方法には当初から問題があったと言わねばな

らないのである.

絵尾氏は、さらに労働者と資本家の関係も 、まずは労働力商品の売買

という商品交換関係であるが、労働能力の発現においては労働者は必ず

資本という共同体の最下層のメンバーとなるという見解を示す.しかし、

労働者が資本の内部組織の中で活動主体として分析されるには、所有制

度の部分的乗り滋えと、それを根拠とする資本組事瞳論が原理的に展開さ

れていることを前提としなければならない.労働力商品の単なる担い手

として主体性を消極化されていく局面に重ねて、部分的ながらも活鎗主

体として資本の内部組織を担っていく局面とが重層的に諭じられなくて

はならないのである.資本組織が展開されることによって、労働者の主

体性の問題は、原理論の中でいわば再発見されることになるのである.

松尾氏のように、原理論のすべての次元において共同体的関係を貫入さ

せることは、むしろ資本組織の持つ資本主義的な意味を見えま量くし、単

なる組議と市場との平板な対比に終わることにつながるのではないかと

思われる.そして、氏の論理構成がそうなるそもそもの根拠は、所有を

綴念へと還元してしまう視点にあるのである.

松尾氏は商品と商品の交換、あるいは商品と貨幣の交自慢においても、

交換活動を前提にして所有の観念が生まれるのだと言う.
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「万年筆に値ふだを張りつければ、ぞれはすでに.なんらかの活動に

よヮて自己の治効対象物になっている万年，主を他人との交換に従供し.

催ふだに退かれた貨幣単を手に入れよ うとするぷ，呑の長示には々なら

ない.交換の意思表示を市坊において.他に先んじておこなうことを

，.吃る J 三二、づ。これにでい L て.この I，t;均の先行的立巴~ l{，長をてまけ

て、交換の交渉の契機を与えることを『買う』という.したがって、

尚品と商品の交換でも 、調品と貨幣の交後でも 、 !"/a:ゐ』主体 ζf'{'.i

う』主体の行ゐ内容に即したJl1定はできるのである Q J 8 J J 

そして、売り手の側で所有の液念が発生するメカニズムを、氏は次の

ように説く.

「値ふだを袋るという行為、商品を飾ったてるという行為、交燥のた

めに市坊に運び込む行為、品質を検査したり 、姻包 したり、品質を縫

持したりという行芸者、これらの対物的行為がまさしく持続的、自覚的、

排他的におこなわれる.そして、それらの行為によって、自分の商品

であるという所有の観念は揺るぎなく確立される.これらの対物的行

為にくわえて 、売り手は、交燃の相手になり うる可能性を秘めた多 く

の人l司にたいして、対人的行為をおこなう.対人的な活動の最大の特

徴は、他ふにたいする情報提供活動だといえよう.自分がどのような ・

商品を売ろうと Lているのか、その商品がいかなる使用価値をそなえ

ているのか、いくらで売るうとしているのか、といった情報内容を多

くの人々に伝達することが交換のための情報提供活動に集約される対

人的活動なのである.さらに、他人がどのような情報活動をしている

のか、あるいはどんな交換活動をしようとしているのか、といった市

坊の事実をより多く収集することも 、より有利な交換の実現のために

は不可欠である.しかし、勿論この情報活劫、対人活動からは所有の

観念はもたらされない.なぜならば、客体そのものが自己の意志をそ

なえた主体であるときは、活動の対象にはなっても 、活動によって主

体が制御しうる活動対象物にはなりえず、したがって、活動主体にと っ

ては、相手も自己と同様な活動主体であるという認識しか生まれ米ず、
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~体概念が未成立に終わるからである，. J !:H) 

ここで氏は、商品や貨幣に対する所有も 、活動がもとにな「て形成さ

nる綴念であることを示そ うとしている.しかし 、氏自身が売り手の妓

え活劫によって所f:iの観念は確国たるものになるものの、それ以前から

所有の一事態は仔在していたことを認めているように、所有は交換活動の

:Fi提と考えられるべきではないであろうか.消費や生産活動において、

氏の言うように一般的な主体と客体の慨念は生み出されるであろうが、

そこでは必ずしも所有の概念は必要でないことに注意すべきである.現

実に主体は消費や生産を行っているのだから 、いわばそれが誰の所有に

属するものであろうと、消費活動ー生産活動自体に変化は生じない.だ

が、交換活動の場合、財の移転はあったとしても、所有関係の笈更が行

われていなければ、売買ではなく貸借であるというように、活動の意味

臼休に変化が生じてしまう.そもそも、土地の貸借、さらには信用によ

る貨幣の事実上の貸借は、期限っきで相手に当該物の使用を許可すると

いう、部分的に所有制度の制約を緩和する機構であった.それが様式制

度と資本市場の展開によ って、 t章式証券の所有とは日11のところで財や貨

幣の使用が行われるという、所有制度の部分的な乗り鎗えが可能となる

ところまで発展して いくのである.そうした乗り越えの動力となるのは、

まさに資本家の活動による資本主義の効率化要請なのであるが、松尾氏

のように所有を制度としてとらえることができず、交換行為すら所有と

いう観念を生み出すものであると考えてしまうならば、所有が資本主義

に対して持つ特殊な怠味を見失うことになってしまうのである.

松尾氏i立、所有を観念と見る立場に強く固執するために、買い手の行

動、さらには交換そのものの説明にかなり苦労することになる.

『交換そのものは、交換を目指した諸々の活動の後に、交骨量相手と の

合意を もとにしておこなわれる.その交換そのものは『売り手』とし

ての主体と r買い手』としての主体が、おたがいの活動対象物でそれ

ぞれの自己の欲望をより効率的に充足させようとせんがために、おた

がいの rオレのモノ』と fオレのモノ』を取り替えるという行為であ
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る.すなわち、交倹とは商品と交漁手段とがふたりの手と手のあいだ

を同時に交差することである.したが「て、火括主主体と 3足後主体の合

互主のもとでおこなわれる対場・1対人の瞬時に版行さ孔る一風住の完結 晶、

行為が交検なのである。交換という同時厩行の行為そのものからは客

; l\に "いする ι~tf :1 とけ ~) ~紅色の伝 iù'. j;_/) tt 'i:: -) ~~ ‘ 三".1:に二 J苛行グの7lEg創Lぺよ‘'-刀

確立するのlは主、 『買う』という自覚位の高い行為のあとに続く 一連の

諸々の活効によってである.たとえばー転先するために司一 ぐ官売る』

ための活動対象物になるとか、治費活妨の対象物になるとか、さま::

まであろう.したがって、 『買う』という行為のあとの排他的活動、

滋統的活動、自覚的活動は r買い手』にとっては主主く予怨された行為

なのである.だから、 『買う』という行為によって 、 『買ったモノは

オレのモノ』という緩念が活動にもとづいて形成されるわけである .

同様に 、 f売る』という交機行為によ って手に人れた貨幣なり高品な

つは、長いあいだの自覚的 縫続的 排他的な治効対象物のか幻りに

手に入れた客体なのであり、また今後のなんらかの自主主的ー継続的ー

排他的な活動の対象物になることは強く予想されること、あるいは決

立されていることなのである.したがって、 『交換して得たモノはオ

レのモノ』といる観念にら行動論的級品品が存在するのである. J • S) 

ここでの論理はJ活動に基づいて形成きれていた所有の観念が、売 り

手と買い手の合意の下に一瞬交差し、その後は売り手ー 買い手の活勉へ

の決意と予想によって所有観念が支えられるというものである.だが、

財の交換自体、ひとまず相手の測の財に対する所有を認めた上で、所有

関係を転化するという形でしか行いえないのである.もし所有が単なる

傭人的な観念でしかありえないのならば、交換の共通の基盤は無くなり

単なる奪い合いが生じてしまうのである.怯尾氏は果論、所有観念は社

会的に相互認知された緩念だと言う かもしれない.だが、社会的な観念

であれば、孜々の言う 制度と差異はない.も勺とも、低尾氏は経浴学に

おける所有観念の固定化を批判するこ とを目的としているのに対し 、残

々は所有をある局面までは効率性を持つ制度として とらえ、それが乗り
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越えられる局面を問題にしているので用語法に差があるのかも しれない.

だが、交燃はまさ に所有~IJ.支 と ともに始まり 、 商品交換活動における流

通主体の自由で無傷l約な行鈎は、まさに制度ーとしての所布に支え られて

い る のではないだろ う か.交換を I~Iにはさんで 、 f萄品や貨幣に対する支

配力がおびやかされるならば、流通主体は商品経済的ヰ11符を求めての主主

1与をのびのびと行 うこ とができない.所有が認められていればこ そ.商

品や貨幣に対する持続的な活動も可能となり 、資本家的活動も発生する

こと になるのである.所有力玉、こうした資本主義経済における効率化装

置であるならば、それは際機と呼ぶべきと ころである.ただ所有とい う

機織の場合、流通主体の行動と要請とから論理発生論的に導出すること

が論甥的に不可能である.なぜならば、流通主体の持続的合理化活動自

体が、交換と同時に形成される所有に基礎づけられているからである.

従って、所有は .原理論における他の諸経済憾構とは区別して、 fJ!檎と

しての所有制度、ないしは簡単に所有制度と呼ぶべきであると忠われる.

このよ うな我々の観点からすれば、次のような松尾氏の位判は所有論

一般に対するものとしては的外れと言わざるをえない.

fこのよ うに商品交換のためのビヘイヴィアにおいても 、人間の認訟

ないし観念としての所有意識がその行為の派生による産物として生ま

れいずることが確認できた.しかし、人聞の学問としての社会科学は、

そこで考察を停止することはできない.もう 一段先の人間の観念と行

為の関係についても考究しなければならないのである.すなわち 、 『

これはオレのモノだ』という意識なり観念が遂に人間の行動の原動力

になりうるとい う側面についても無視するわけにはゆかないのである.

とりわけ商品を売買する入閣のビヘイヴィアの管後には、 『これはオ

レのモノだから商品として売ることができるのだ』という意識に規制

された人間行動を考えることができる.従来の所有論は、このような

人閣の意識と行動の関係にのみとらわれてきた.たとえば、支配の正

当性は何か、という問題設定がなされて、その社会科学的解答が所有

であるとするとき 、人間の抱く所有の意識一自分自身の抱くオレのモ
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ノという鰻念と同時に、その署員念の合理性を承認するという社会の他

の人々の抱くぷ議 が毛:体にたいして活却をおこなわしめる絶対的j主

準だといコ副鍵に立脚していたのでめる. j 4.. J 

しかし、 松尾氏がそもそも 、所有とい う意識が行動を生み出すとして

いゐ三 LにのLて勺 三二ろの併守;おlドJ-'-'-nー_f_'!' 1t .1:!1寸 4にて-，たのは

資本の慨念において、資本家的活動をその内実とする機能とは>>11に、資

本そのものの所有を問題とする也均を批判するためであった.松尾氏i立、

資本家の行動の前慢に所有を置く議論を批判 して次のよ うに言う .

i 商品の交換とい う行為が実践さ れるこ とから L~理論の展開は開始さ

れる .その行為の主体は、交換とい う行為自身の内容によるところの

商品交燦主体なのであって 、商品の所有主体ではないことはすでに確

認した.この商品の交換行為において、 fオレのモノ 』と いう観念が

主体の意識に億立しているかどうかは.交i奥行為そのものにと っては

どうでも よか勺たのである 。むしろ、交換行為であれ、そのほかの行

為であれ、客体にたいする自覚的な行為が持続し、その行為が他の主

体の活動を排した行為であるときに、主体ははじめて客体にたい して 、

rォレのモノ』であるとい う観念を抱くにいたるのである.貨幣は、

そのような商品交換主体と商品交錬主体の交換ビヘイヴiアのなかか

ら、交換活動における効率性追求の結果として登場した購買の手段な

のであって 、その意味で、交換主体にとっての交換客体なのである.

すなわち、商品交換主体の行動において、貨幣が交換のための手段と

して利用されるということは、貨幣を以て商品を購買しようとする主

体のビへイヴィアが展開されることを様底にした現象にほかならない

ということなのであり、行動内容の新展開によってその主体は貨幣交

換主体と定義されなければならないのである.そこには、所有を前提

にしなければならない論理必然性は存在しない.貨幣交換主体のビヘ

イヴィアがより高度になって 、商品の売買差額を積極的に追求する行

動となって展開されるようになれば、その行動様式の内容におけるレ

ベル ・アップに対応して 、その行為主体は資本家と定義されることに

-103-



なるのである.その場合、資本家のビヘイヴィアの本質規定に、自己

の活動対象としての客体をできるだけ噌やして、資本家の活動そのも

のをより活発にしてゆこうというベクトルが峻め込まれている点を明

確にしておかなければならないのである.資本は、街61252買差額を追

求する資本家のビへイヴィアの全領域における活効率:体のことなので

ある.したがって、資本が運動休であるという考一え方は、資本家の主

体的活動を無視した錯誤でしかない.資本家が活動を援問しなければ

現象は現れない.それにもかかわらず、資本が運動する主体であるか

のようにみるのは、たとえば、 E土誌の機械が資本家のビヘイヴィアと

は無関係に動いているようにみえるところに由来するのであろうか.

資本とは工上誌の儀械と、機械に拘束される労働者だとみれば、資本と

はそれ自身で自律的に運動する主体であるという結論が導かれるのか

もしれない.従来の生産主義的な経済学の方法は、モノそれ自身に即

して、たとえば控室械が労働者とセットになって自劫的に剰余価値を生

産する資本であるかのような錯覚を当然のこととしてきたのではなか

ろうか.仮に人聞の契機をいれようとすれば、資本の人格化によって

もたらされるものとしての、資本の運動に従属している人間を考える

か、あるいは剰余価値生産の運動体としての資本を所有する存在とし

て人間を導くかのどちらかか、双方のドッキングしたようなものでし

かなかったのである. J・7)

松尾氏l立、商品や貨幣についても、それらについての交織行動が所有

という観念を生むというところから原理論で展開せねばならないとして

いるため、資本家もまた商品交換主体や貨幣交倹主体の行動様式がより

高度化したものととらえられている.さらに、商品交換主体に対する商

品、貨幣交換主体に対する貨幣と同じように、資本もまた資本家という

活動主体に対する客休として考えられることになっている.だが、資本

家が自らの行動の客体とするのは、それぞれの活動場面においては、商

品であり、貨幣であり、生産手段や労働者なのであって、資本なる抽象

的なものではありえない.我々もまた、資本家の本質規定を活動におい

-]04 

てとらえるととは必要だと考えるが、松尾氏のように所有を綬念に還元

し、資本家を尚品交括通主体や貨稽交i負主体と並列でさるd却後兄島のーコ

としてとらえる論穫には祭程がゐゐとゑblLゐ. 、!剣由・ー

原l'l!;，歯は、財が交換を求める商品として現れるところから始まる.釘

:; :'1:ニ'~:有利き弓 ，こ，!tであ旬 ii}lふ"ヒ，J!! ，_~・白:ーむ) -.!~ 't :*a ;. 

るには所有という制度が前提とされていなくてはならない，商品は、財

の所有者が交l換を要求することによって .商品となるのであるが、同時

に財の所有者は流通において商品所有者として取れる.商品所4王者と商

品所有名ーとが向かい合うことの中か ら、いわゆる{亜鐙形怒が展開し、 一

般的等f扇形態を担う商品、すなわちな幣が発生する.貨幣という商品の

所有者は貨幣所有者と呼ばれ、流通主体はそのつど商品所有者、あるい

は貨幣所有者として流通活動を行ってい〈のでゐる。貨幣の持つf画健保

存の機能力、ら、貨幣の主主富手段としての括霊能が生まれ、流通主体の中に

自らの所有する貨幣を t曽太させる~求が生ヒゐよと :ここ・ ゐ.それは 、 Q

らの所有fになる商品、後には生産手段の悩絡浪算したものと貨幣官民を加

えた金額.すなわちf面積を自らの流通ー生産活効の中で最大化しようと

する行動へとつながる.こうして資本家が生まれるのである.すなわち、

渡通論におい芯は、資本家は同時に商品所有者であり貨幣所有者でもあ

るのであって、そこからしか出発しえないのであるが、単なる所有物を

流通させる主体を越えて資本家的な利濁最大化行動を行う主体へと変貌

しているのである.そして、後者の活動の契機こそが資本家を資本家た

らしめるものであるのだが、流通論の段階で所有の契畿を積極的に抜く

ことはできない.所有の部分的乗り選えが可能となり、資本家的活動が

資本家の本質として強調されることになるのは、模式制度及び資本市助

が展開されてからである。そこでは、配当取得権という形で所有の形態

を銭しつつも、資本家が長期的投資資金を直後に経涜全体から入手する

ことが可能となり、様式売却によって入手した商品・貨幣ー生産手段に

ついては、もはや所有者が問題にされないまま資本家の活動の手段とな勺

ていくのである.
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資本の実怒としてあるのは、ただ資本家の商品経ifi的利益の最大化の

ための活効だけて'あり 、資本とはそれを外務から観察 したときの名称に

他ならない.資本は価値のI曽殖運動体として、白効的に成長する主体で

はなーいし 、また資本家という主体の活動対象としての客体総体に名づけ

られた名祢でもないのである。

すでに述べたように、 所有の契機が消極化し 、資本家的活動が資本概

念の中心として現れてくるのは株式制度と資本市土誌が展開されてからで

あった姐所有制度の部分的乗り越えは、その資本家的活動の態縫にも変

化を生じさせ、資本組織を形成させていくことになるのだが、この資本

級事量の原理的展開を見る訴に、資本組織が資本主義的蓄続に対して持つ

怠味と像能とを明らかにする必要がある .

mlOiu5 情報費用と資本組織

二つの資本が組織的関係を結ぶ目的としては、従来、生産系列に沿っ

た結合によって妓術的合理性をその時点において追求することと 、同一

部門内での同業種の企業との結合によって競争を制限し、価格を安定化

させた り高位に保った りすることの二つが考えられてきたと 言ってよ い.

だが、はたしてそれだけが資本組議の目的であるのか、また資本組織を

原理的に展開するにあたって何を基軸的な要請とし、何を派生的な効果

とするかは未だ決して明らかではない.

そこで、我々は、これまでは特殊な廃史的条件に制約された特別なまま

本主義と考えられることの多かった日本資本主義の、現代における極め

て合理的な成長後織を触として分析を展開している橋本弁郎氏の論考を

考察対象とし、資本組織への要請の主たる要因を調べたい.日本資本主

義が主主体として世界史的発展段階を担う蓄積様式を展開しているかどう

かは、未だに議論のあるところであろうが、その中に原理論における資

本組織の解明に役立つ関係があるのであればそれを十分に理論的にあき
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らかにしておく 必要があろう.そうしてこそ 司遣に、8*資本主義の原

連造的なi掲偽からの差~や特軍革命をむ ßJI らかにすることができるのだか

らである.経涜学i恵理論は、そのよ主にして歴史分析の考祭基準として、

深く広い論瑚を十全に展開しているのでなくてはいけないー

ー号てヰヨ~ ~I， : .~ 、 ':1 ~王先ぶ 112JU.， :ー¥唱と戸ち.i:/~ ;こ・， ，、

られた論考の中で、資本組織の面からも分析を加えているが、その中心

は長期相対取引の分析と 、マトリヴデス匂 ピラミソド 宅両方の企業集

団の分析である.まず、長期相対取引については、;s3章「石油危儀と

;ll!:::震発展!の第6節 「長期相対取引の合l'llイヒメカニズム j の中で‘ 2度

にわたる石油危畿を乗り錘える要因のーっとな勺六、日本資本主主に特

徴的な取号It霊式として明らかにされている.氏はまず次のよ づに述べる .

「長期相対取引というのは、経済学の偲準的な教科書で説明されるス

ポット市助との相違を表現したもので、主として原材料、部品などの

企業rmの取引形態を指す.企業関取引においては、買い手の企業は符

定の少数の企業から購入する.つまり、収引においては数量や1旨織は

変化するが、相手企業は変わらないような取引形態を栂対取引と見定

する.ただ、念のために付け加えておけば、特定される取引相手の数

は変化する.・もう少し正確にいえば、売り手企業としてはこの安定的

な取引相手の数や取引数量を噌大させることを目的として競争するが、

一度取引関係が成立すればそれが長期にわたるので長期相対取引と規

定したのである.

長期相対取引の成立粂件は、滋続的な取引が行なわれるような商品、

したがって基本的な原料や部品が存在し 、取引関係にある企業問に相

互信頼がある場合ということになろう.相互信頼というのは、それぞ

れの企業が僚会主義的な行動をとって稲対取引関係を破壊しないこと

とともに、取引商品の納期、品質に関して十分な保証があるというこ

とであり、これは継続的な肢弓|関係を通じて 、いわば日々実証される.

さて、長期穂対取引が成立すると、.1&引コスト、とくに相手企業の

信用調査のコストが削減できるし、 生産工程の効率化が図れる.納入
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条件が厳密に守られれば、買い手企業は原料ー部品在庫を圧縮し、労

働者のアイドルの発生を回避し、購入品の検査費用を縮小て'きる.売

り手企業はリスクを回避して生産計画を立てやすくなり、アイドルの

発生を抑制し、製品在庫を小さくすることができる. J ・・》
ここで長期相対取引を支える粂件として示されているのは、流通コス

トの削減と時間的確定住の高まりによる生産過程の効率化のメリットで

ある.しかし、これは価総や品質の面でよりよい業者があれば、すぐに

そちらに取引相手を変えることを妨げるものではないし、その意味で競

争と対立し、競争関係を部分的に制限することによる利益の追求である.

しかし、そうした競争と代替的な組織は、原理的には部分的なものでし

かありえず、そこから符られる利益は、原理的な経済機構から派生する

ものとして説かれる以外にない.いわゆる取引コストの経涜学の結論が、

市場か組織かという 二者択一になってしまうのは、組織による流通コス

トの削減が競争関係の貧徹と相容れない函を持っているからに他ならな

い.しかも、情報不足と儀会主義とが取引コストを高めることに対処す

るには、組織の統制ができるだけ強固であることが望ましいのであり、

日本型の長期相対獄事lという中間的な形態を理論的に導くことはできな

い.橋本氏も、ここまでの説明では、企業関の相互信頼という形で慢会

主義をあらかじめ排除しての展開となっているのである.だが、備本氏

は、これまでの説明は長期相対取引の経済合理牲にすぎず、合理化メカ

ニズムの方がより本質的なものであるとする.そして、事例をあげて次

のように説明する.

「そうした交渉の具体的事例としては、鉄鋼、重油の取引が最も明敏

であろう.一九七0年以降、鉄鋼を例にとれば、鉄鋼業は費用の上昇

額 (A)を算定し、そのうち自らの合理化努力で吸収できる分を示し

て、それをAから鐙除した費用上昇額 (B)を品種ごとの値上げ額と

して需要望産業に提示する.そして、その値上げは安定供給体制の縫持

と経営の安定に不可避だというわけである.つまり、その値上げ要請

は長期相対取引を緩持し、いわば適正利潤の獲得の必要を認めること
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を匝昔に求めたことを意味し 、鉄鋼業の立埼はト ッアメーカーの新日本

製鉄が代求する.

右ーの重要求を受けた省主要企業のなかで、雄大の鉄鋼福重量を誇る白錦$

庵衰のトップメ -1]一.トヨタ臼効車が7沼要家を代表する。 この際、

:ミ羽;目白:nX:jlの滋;Vf主:Fi'I:~司 1ょ っ'.. . ~，~ ，~~ .-=2ウfり'X_'f. r_て，五三 λてと

い，したがって、交渉期間中も日々の奴引は総統される.交渉におい

ては Aの箆定なども問題になるが、モと LてRが倹討される...，hf空空つ長

側は自らの製品の市鳴条件をふまえて 8の正績を求める.そして .そ

の際スポット l市上誌のfl絡が考怠される.鉄鋼取引のすべてが長1!fl相対

取引であるわけではなし、から、周辺諸における情緒俵構の機能がこの

交渉に取り入れられる.つまり 、スポット市地の動向が需要供給両鍵

の交渉力を変化させる.そして、通常はBの圧縮とか値上げ時期の繰

り延べとかいう形で妥結にいたる.この Bの圧縮分が鉄婦業に課され

たi皇加コストを示し、主主余のうち自:鈎車偏絡の引き上げによ って吸収

できない部分が自動車産業の負担すべきコストになる.こうして.典

史的にはアメリカの寡占体制にみんれた、コスト上昇を一定のマーク

アップ率で製品コストに転嫁するメカニズムと異なって、長期相対取

引の偏絡決定はコスト上昇を需給両側で負但し、それを吸収するため

の合理化を強制しあうメカニズムなのである.いうまでもなく、取引

価格が決定されれば、利湧率の回復は上昇したコストの吸収偏にかか

るからである.J as) 

ここで、氏は、費用上昇を合理化によって吸収する動的なメカニズム

として長期相対取引を見ている.もっと一般的に言えば、相対的剰余価

値の生産を加速し、効率化する機織ということになろう.しかも、その

機構は、交渉過程に価絡機惜の徳能が取り入れられるということで直後

的に示されているように、後争関係と対立しこれを制限するものではな

く、むしろ特別剰余価値をめぐる競争を君主化させ、競争を継続的なもの

として強制するものである.この係舗は、無論、価絡以外の面でもS霊能

する.氏は言 う.
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fしかし 、長期相対取引の合理化メカニズムはコスト上昇分の吸収を

強制しあ うと いう、 価総の面に作用するだけでなく、 品質の面にも作

用する.例えば、日産自動車は『鉄鋼メーカーとの共同開発により、

成形性の良い高張力鋼板を開発し』と指鏑したが、これはユーザーと

メーカーがユーザーの情報をメーカーに伝達し 、その嬰訟に合う新製

品の共同開発を示 している .この関係は、単に取引される原材料の品

質改善にみられるだけでなく、 新しい生産技術や新製品開発にも見出

せるのである.. J !II 0 ) 

そして、いくつかの事例を箇条書的にあげた上で氏は続ける.

「右の事例に含まれる資本財政引は、原科の継続的で連続的な取引と

は異なる .しかし、その相違は連続的でなく断続的な点にあるが、こ

れも メインテナンスまで含めれば連続に近くなるし 、継続的である点

は変わらない.したがって、多少概念を拡張して 、長期相対取引に含

めることができる.そして、 この関係を介して生み出されたのは、市

場情報のメーカーへの伝達の効率的な仕組みと資本財のユーザーとメ

ーカーとの技術情報の共有と高度化の仕組みであったと縫定される.

それゆえ、長期相対取引は需要の多様化と高度化への柔軟対応を可能

にする企業開システムということができるであろう. j 51) 

かくて‘原料だけではなく資本財などの中間財を含めた長期稲対取引

の根本的な機能を 、信本氏は市場情報・技街情報の効率的伝途と共有に

よるヰ1)潤率高度化の動的な追求と見極めるのである.従来、原理論にお

いては、情報の収集について表立って議論することは少なかった.しか

し、商業資本や銀行資本は、涜通や金融を集中代位することによって、

技衛的に社会的費用を節約し、錨)lq産業資本のflJ籾率を高める機能をし

ているだけではなく、情報を集中的に生産し、それを利用することによっ

て資本や労働の部門間配分を適正化する傾向を促進していたのだと言っ

てよい.ただ、その情報という財は、それ自体を商品化し売貸すること

は非常に困難なものである.まず第一に、供給者の慣としては、費用を

かけて生産した情報が、購入の形をとらずに伝達されていくことで利潤
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はもちろん生産費用をも回収できないという事態が発生し うる.また、

必ーに、;品安者の側としてら、その情報1i~ ， r之さ 孔Tこ{面総て'購入するに

i止るi孟頒の説けるむのである伊どうかには必に涙;怠がソきょと主のでゐ

る.こうして、 情報が商品と して交換される ことは一般には起こりそ置く、

.!- :~.--!:" 1f~l~'f!q~こ町，~寸ら勺~咋 K心守良行

となく 、自らがそれを用いて流通活動なり与信活動なりを行 うのである .

だが、 悩 q の声量;走資本にとっては 、 取引有Hと とのうE只や 、 街 ~Î2剤約な

相互の受与信関係がより安定的で滋説的に、しかも低コ ストて行いうる

ならば、 1塩業資本や銀行資本にまわす~I)測を臼らのもの左することかで

きるのである.従って、 産業資本相互.さらには産業資本と商業資本、

産業資本と銀行資本などの組み合わせでの資本組織の形成には一般的要

請が存在する と 見てよ い.しかし 、そうした要請は、 単 ;こ穆~的 ー回定

的な情報の直後的取得から期待されるヰI);m率の七昇が相対的に少ないこ

とで.一般には現実fヒされない d だが そうした情報の直接的共有が

生産技術革新や新製品開発など、長期的で:助怒灼なloc巣を生むものであ

れば、商業資本や銀行資本への市場を通した委託による以 tの布市!率上

昇虫色泉を十分に期待でき るらのと なる，資本組織の形成因は、 まさ に、

こうした動態的な情報取得にあると言ってよい.

さて 、ー対等な企業関の長期穂対取引を検討した僑本氏は、下諮問係に

も長期相対取引の合理化メ刀ニズムが見られることを指摘する.自動車

産業の下請企業には、見積りを提出し、適正利潤としての粗マージンを

保証した上で原価部分の合理化による引き下げを求められる 「承認図メ

ーカー」と 、技術移転を受けた上で、指定された価格での納入を求めら

れる 「貸与図メーカー」の2種類があると言う， しかし 、これは一方的

なコスト上昇の転嫁ではなく、査定された加工費を実際の加工費を下回っ

た場合、適当なま量で値下げ要求を止めたり 、量産開始後の改善提案によっ

てコスト低下が起こると 、級品メーカーに対して貢献に応じた成果の配

分が行われたりするのだと言う .そして、氏は、下請関係に見られる合

f里化メカニズムの説明も 、産業の情報化によ って結ぶのである.

ー111-



資本組織の形成因を情報の効率的共有化に求めることを示唆する橋本

氏の視点は、企業集団の分析において、より直接的な形で示される.第

4主主rr会社主主主』の備造」の中で、日本の三井ー 三菱・住友・芙蓉 ー

三和 ー一勧とい う6大企業集団に見られるよ うなマトリックス坐の企業

集団の経済的役割について、僑本氏は、宮崎議一氏と輿村宏氏の主張を

簡単に検討した上で自設を述べる.宮崎氏の主張は、企業集団は、パー

リ=ミーンズの所有と経営の分緩に対して、会社による所有と支配の銃

ーを行うとい うものである.会社には経営者のビジネスーリーダーシッ

アが必要であり 、会社による支配は社長会によって代行されるとする.

そして 、会社は自らの成長と到富のために存証し、企業内務総余剰の増

大は企業集団への富の集中を意味すると言 うのである.一方、奥村氏l立、

隊式の多角的精互持ち合いこそ企業集団の基礎であるとし 、所有の存続

とい う観点を強調する.企業集団の社長会は実質において大株主会であ

り、それが法人資本主義の支配構造を示すとするのである.これに対し

て、信本氏は、全く}JIIな観点を対時させる.

fここで社長会は企業集団としての意志決定の場ではない、つまり戦

前の財閥本社とは異なるということが指絡されるとともに、情報収集

共有の担霊能があることが認められる.情報収集 ・処理コストの削減徳

能といってもよいし、肯定形で情報価値の生産・共有の担霊能といって

もよい.そして、この程霊能があるかぎり、企業集団は主要産業に一蹴

いのメンバー企業をもつこと、つまりワンセット主義化に情報収集の

策閣と情報処理上の効率牲という経済合理性があることになるが、そ

うであれば、集団の外延的鉱大にインセンチプが働くことになろう.J 

長期相対取引に見られた、資本閣の直接的情報取得のための資本組織

は、より高箆簡での情報収集を長耳目的科書耳の極大化に利用するための、

ゆるやかな企業集団へと展開することになる.だが、企業集団には情報

収集機能以上に重要な祖霊能として支配線能があるという指摘は従来から

行われてきた.括本氏も、宮崎氏や奥村氏の、社長会にはトップ ・マネ
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ージメントの人事ぎ支配する権限があるという 主張を引用している .そ

の上で、総本氏は、社長会にメンバー企業の社長の人事権があるとする

γ と手続式保亙ぬら合同によ4 て経嘗の島主性の拘束が行われたのはなぜ a置

かという問題が残るとする内いずれにしても、支配の問題が当初からあ

J ニご .L" こ~ ，~、 J:r ド品1 ;40') 'j-，、;};{J_iiiZi.J:祉と，tJ、、二こ こ'ウなっ¥-:，

のである .それでは僕式待ち合いがなぜ行われるのか、という間いを白

山に発 した上で、治本氏;土、J欠のよ うに言う.

「メンバー企業に対して経営の失敗にもとづく業績悪化や乱脈な経営

に対するチェ ッ7橡自主という消極的相互監視と集団外の努力のお響が

メンバー企業の経営に及ぶのを阻止し 、経営の自主性を相互に保証し

あう匝霊能が重要であろう.これを自主性の相互保証機能といえば、そ

れは何かを支配することが目的ではなく .外高官からの支配に自由にな

ることが目的であって、社長会が大嫁主会として後treするのは、集団

外に対してとい うことになる. J '喝，

そして、僑本氏は、この主張の傍証として 、t*卦;の相互持ち合いが急

速に進展したのが、1960年代後半から1970年代前半にかけての資本自由

化が進展した時期であること、さらに、平均持篠比率が2.5%以上になれ

ば結合関係がをれ以上深化しないことをあげる.また、メンバー企業の

子会社の大様主に倦めメジバー企業が入る勾合について、'綴会tt:は投資

資本の節約とリ芸ク分散というメリットを享受す?ると言う F 稼式持ち合

いの効果に関する鎗舗として、氏の主張はそのまま認められてよい..た

だ、そのことの理論的意味を敷街しておくならば次のようになろう.本

来資本組織は稼式の取得によって、支配世霊能を軸として成立するもので

はない.続式証券の支配証券の機能は後から加わるのであって、資本組

織が可能になるのは、株式市j度が所有制度の部分的乗り越えを行い、長

期的ー動究量的な活動情報を求めて栂互に組織的関係を結ぶ行動様式が発

生するからである.だが、元来長期的な投資資金調達を目的とするのが

稼式発行であるが、稼式証券の保有者の将来の追加的な資金供給意欲を

株式保有数が表現しているものと考えられることから 、その保有数によ っ
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てtt式発行企業への量生響力が表されることとなってくる.さらに、資本

の内部組織が形成され、資本の運動が資本家個人の活動性から相対的に

独立してくると、その独立の度合いが高いほど抹式証券の集中による乗っ

取りの危険が治大してくる ことになるのである.これら外部の拶努力か

ら資本家的活動の自主性を防衛し、資本主義的経済機摘には必ずつきま

とう行き過ぎとしての、いわゆる企業売買という不合埋な側面をも含ん

だ事態を予防するためのものが縁式持ち合いなのである.資本家的活動

の自由度を守るために、情報費用の節約橡構を本質規定とする資本組織

が利用されるのである.

このように、長期資金の調達機械として成立した資本市場と稼式制度

が、資本組織を生み出すだけではなく、株式証券の支配証券としての側

面を生じさせ資本の乗っ取り行動をも生じさせることになれば、当然そ

れに対する防衛行動が行われるようになってくる.従って、防衛行動は、

資金調達B霊能をできるだけ鍛なわないようにしながら、資本家的活動の

自由を保証するものでなくてはならない.このような原理的な論理的展

開を見通すことによって、次のような橋本氏の説明もより明快に再構成

することができるであろう.

「しかし、株式の相互持ち合いは、抹式発行による資金調達後能を形

骸化させる.ヒルフアディングや字野弘滋の経済理論の観点からいっ

て不合理だということになる.また、稼式の相互持ち合いは、投資家

の観点から見れば、株式を売却しないという原則の下に買うのだから、

キャピタル・ゲインを放棄することになる.ポートフョrリオ・セレク

ションとしても非合理だということになろう.しかし、この点につい

ては、調達資金コストと予測される利濁率の差、すなわちレヴァリッ

ジ効果は貸出市場で借入金によって資金調達したほうが、株式による

資金調達よりも大きかったことからいえば必ずしも不合理ではないし、

企業成長が銭き、額面で取得し、ー0%前後の安定配当があれば、投

資利回りは決して低くなかったから、一概に非合理だとはいえないと

もいえる.しかも、既述のように長期穂対取引の合理化メカニズムが
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作用し 、情報価値が生産され、経営自主性の相互保証控室箆があ ったの

であるから 、もっと経涜合理性があったといってもよい.

そのうえ、 『配当金のく詐取)J仮説が忽定すふ..;Jt業利潤の珠式 v

間在持ち合い企業問での留保による，fll~司t曾加がある . その程度につい

ては.il鴻結果を知らないが、この『配当金の CrJIX)Jがなり たつこ

とは否定しえない o J 9 S) 

さて、総本氏は、こうして自 らの企業集団の形成愛国についての4克明

を行った後に、新古典派の内部組織の経溌学ないし取引コストの経済学

からする企業集団論を批判する.これらの説明は、市場における情報の

不完全性と機会主義的行動から来る取引コストを 、組織を形成すること

によって排除するという行動を想定するものである.これに対して情本

氏は、この議論は長期相対取引の合理化メカニズムではなく経涜合理性

を説明しているだけであり、結局、企業系列やM型企業は説明できても、

マトリックス型の狭義の企業集団は説明できないとする.ただし、氏は、

新古典派の一部に見られる、企業集団の経涜合理性をリスク・シェアリ

ングに求める仮設が、メンパー企業の安定性という事実を指摘している

ことに注目し、次のように述べる.

E 右のま~..rylな難点を排除すると J企業集団参加は従業員ご徐主、経営

者、金電車縁関など企業内外の利害関係者にバランスのとれた成果配分

を F世間並みS'以上の本準で符な今与とと刊企業集団が集団自企業関

のリスクを互いにカバーしあう E保険機織』の役割を果たし℃いるこ

とのこJ点が帰結する.前者は剰余率の高さから導かれたものであるが、

企業主義国というよりは日本の企業の特性と関連する論点とみたほうが

よく 、後者は業畿の安定性という点から引き出されたことであるが、

きわめて重要な論点であろう.この点は、企業集団内の特定のメンバ

ーが業績不振に陥ったり、メンバー企業が経営不振企業の再建に乗り

出したりした喝合、集団内企業が噌資引き受け、追加温資、与信期間

の延長、特別の圏構翼、出向社員の引き受け、人材派遣などで再建に憶

力することからもいえる.J '6) 
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こうして、いくつかの企業集団の持つ経済的儀能を指摘した氏は、そ

れらをいずれも決定的な形成要因とすることはなく 、廃史的研究へと仰

しもどしてしまう.氏は言う.

「しかし、これまで述べてきた企業集団の経営自主性の相互保証機能、

情報価値生産の機能、保険智霊能、配当『詐叡』の機能などのなかの何

かが企業集団にとってと くに決定的に重要であるわけではなく、すべ

てが企業集団の生み出した、そして企業集団を存在させる機能とみら

れる.企業集団が形成、発展する過程で、その時々の経済環混との関

係で生み出された徳能とみるべきであって、その本格的な研究は歴史

的接近の方法によるべきであろう.ただ一点、だけ付け加えるとすれば、

三井、三菱、住友という戦前の財簡を源涜とする企業集団の場合、戦

後における結合の起点は、それらの企業の経営者のキャリアの同質性

であった.つまり、財閥本社の隊員ないし社員であったというキャリ

アの共通性が結合の緩にあったということである.そして、この同質

性は現夜ではメンバー企業共同のクラブなどにみられる共同の福利厚

生姥設やメンバー企業の従業員簡の『見合い』の制度化、情報誌の流

通などによって、経営組織を縦深する形で、意識的に強められている

のである.こうして、企業内的同質性がゆるやかに企業集団に広大さ

れる o J 97' 

これまでの僑本氏の理論的な分析からすると、ここでの歴史的アアロ

ーチの強調は少し唐突である.氏は、企業集団の形成要因の説明におい

て、長期相対取引の合理化メカニズムと、その情報価値生産効果のゆる

やかな鉱大としての企業集団の外延的拡大を輸にし、経営自主性の保証

や保険、配当分の留保などの穣能はそこから派生するものとして記述し

ていたからである.その理論展開は、原理論における資本組事量の展開を

準備するものとして評価されるべきものであった.無論、氏l立、これら

の分析を現代日本資本主義における企業集団の分析のために行っている

のであり、歴史的形成過程に却しての分析が去要であることの指摘は当

然と言える.しかし、問題なのは、原理的な資本組織の経済徳能を、日
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本の企業築研の現状とそのまま重ね合わせて論じることにより、理費節の

s1闘の企業内的同質性の希湾な鉱大として企業集団をとらえる滋点が現

れているよとである.原理量的に言.t.ば、長脳的制調書ドの上昇を求めての

資本組織の形成が、f也の後々な派生的諸8霊能を生み出し、また、金融的

合協力関係をら深めて いく中かム、笠木l:ilの宅配関係がそ生L、いわぬ

る企業系列が形成されることになる幽その企業系列的な関係が、資本家

の倒人的能力の相互評価にJ:るょっ強酬な結合になヲて初めて 、資本の

内部組織が形成されていくことになるのである.このような原理論にお

ける論理的発生論の振絡と、歴史的な発生順序を混同することは、議論

の精綾な免震を阻害するものとしだ厳に僕まれねばならない.そのこと

を確認した上で、僑本氏の資本組織論的な考祭を原理量的に読み直す作業

を‘ピラミッド型の企業集団、すなわち企業系列についても進めてみよ

ヲ.

f兵本氏は、マトリックス型の企業集団のメンバー企業が、その下にピ

ラミッド型の企業系列を展開していることを借帰した上で、系列の形成

方法について次のように述べる.

「さて、大企業が系列企業を形成する方法は、よく 知られているよ古

に、大企業内部の兼営古車内を外部化するもの、いわゆる分社化と他の

企業の経営に参加す.Qもの、すなわち系列化の二つに大別きれる.分

社化については、リスクの大きい事業を行う場合、市場の競争圧力を

受けて経営の効率化を図るということ、平等・公正という観念が重要

損される日本の企業では労働条件があまりにも違うような労働者層を

同一組織におけないので分社化することが指摘されている.いずれの

説明も、一定の修正が必要であるが、一応は妥当であろう.一定の修

正というのは前者に関しては、リスクの大きな事業では、市場への参

入コストが高い喝合にはまずは兼業事業として進出し、当初の赤字は

内部補嘆して事業を継続して、しかる後に分社化するほうが-!l量的だ

ということである.また後者に関しては、労働条件の相違とは経験に

よる労働能力の向上が望めないか、向上幅が小さい事業といったほう
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が正しかろう.具体的には工場内の遜盗作業、清織作業などが典型的

だが、それは労廊下誌や労働者派遣事業が展開されつつある分野でも

ある.低成長下で年功型賃金体系が従業員の平均年齢の上昇によって

労働コスト上昇のメカニズムを展開しはじめてから、このタイプの分

社化が獲んになってきている.高齢者の退殴後の殴場確保のための分

社化も行なわれている.総会社を中心とする系列集団という大共同体

の内部にはあるが、下位の共同体を創設して、労働コストの低減が図

られるのである.

したがって、右の後者は後ろ向きの分社化であるが、それもあって、

既述のよ うに大企業の雇用が希少性を強めている.それに対して、前

者は前向きの分社化であって、 経済環袋4こ企業を対応させていく対応

であって、 外務経演の内部化と規定できる.それが企業内部の兼営事

業でとどまるかどうかは、市場の競争圧力が経営を効率化する程度と

連結生産の利点、もう少し一般化すれば、範隠の経済との比較考量に

よるといえよう.J '・ 3

原理論においては、後者の分社化はとりあえず無視してよい.前者の

資本の活動健闘の鉱大のための分社化が原理的に明らかにしなくてはな

らないものであるが、そこにはすでに資本が他の資本を支配するという、

支配の関係が前提されている.資本組織は、元来は支配一被支配の関係

を含むものではなく 、情報の共有を基底函とする長期あるいは短期の利

益を求めるためのものである.原理論で資本相互の系列関係を展開する

ためには、資本組織が資金の肩車通を媒介として支配一敏支配の関係を含

むものになることが設かれなくてはならない.資本はより効率的な事11潤

追求を行うために、他の資本を強制l的に、あるいは協力的に系列化し支

配するという行動を、資本組織のさらなる展開を通じて行う.それが条

件によってはさらに進み、資本の内部組事量が展開されるということにな

るのだが、その関係は原理的には可逆的なものである.系列化、さらに

は合併は、市場や技術の条件が変化すれば分社化によって逆転されるこ

とにもなる.
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防水氏は、系列化について .日本のI窃合、よ員企業である大企業が問手

企業の経営の自主牲を慢して支配領域を広大するというのは、むしろま

れなケース・である一之とを指摘しわ_hでJ徐下電気の系列形成を具体的に ゐ

険討 に‘i'i"'iき系)III内に内部被争のメカニズムを湾入することにその苔ー昧

士止 にいる.と して 、d，匹、ニ 7yーが本選H.JV ;. 1-¥..)1出R.にお ν、て、 γ

ト1S方，eでソニーや松下電気に勝利 し.結果的に松下グルーアが圧倒的

後位を得た4とを成功の事例としている.さんに、低下屯気系列では、

日本ビクタ一 、 松 F電気、松下芳電子工業が 、 市上号を分~Iする系列内企

業間分業を行い、規模の経済を実現していると 言 う.その他、氏は、臼

~製作所系列や西武セゾ ングルーアの事例から 、 企業系列の中での長期

倒対取引の合理化メカニズムや、新たな事業を創出する相乗効果を導い

た上で、次のようにまとめる.

「以上.検討してきた企業系列は、資本結合からいえば、企業集団と

は異なるピラミッド史の構造をもち、 r会社支配による所有と経営の

統一』といってもよい商をもつが、むしろ系列形成の論理は、系列化

にせよ分社{ヒにせよ、企業の外延的担広大といったほ うがよいものであ勺

た.しかも、そうした外延的鉱大に際しては、事業分野ごとの経営の

自主性を保証し、系列内の『内爺競争のメカニズぷ』や長期相対取引

による取引コストの削減さらには合喫化メカニズムの作用といった、

市湯縫檎の内部化も行なわれていた.そして、情報価値の生産や相乗

効果の創出といった系列として統合することのメJリットも認められた.

ただ、そうした企業系列のもつ諸機後は、個々の企業系列ごと に猿弱

を異にしたのである.したがって、企業系列についての検討も ‘外延

的鉱大を追求する企業の論理に内在的検討を加えることによってはじ

めて明らかになる面がある 、と いうことになろう.J 991 

福本氏が、企業系列の形成に単なる支配の拡大なり集中 ・独占なりと

いう意味づけを行うのではなく、経済的な合理性を明らかにしようとす

る姿勢を示していることはいかに高く評価しでもしすぎることはない.

ただし、あくまでも氏が、それら企業系列のま普段能についても、ある筏
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