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Kurashige TAKARA
Summary

The industrialization has been more and more wide spread phenomena in Third World. It
would be require the reconstruction of thoughts on sturctural changes of the economic system.
constituted with many sections which include capitalist one. Enterprizing units in capitalist
section has to perform efficiency and profitability, and then often to achieve more adiquate
institutional or organizational structure for the sake of their performance. Consequently, the
institutional characteristics of capitalist section has been changed historically and internationally. The purpose of this paper is to investigate the stage-specific character of capitalist
section and the effect of it's institutional changes on the economic system, which is experiencing industrialization. For this purpose, I examined Uno's 'Stage-theory', that is a work of
exceptional importance, with selective survey of other theoretical and historical studies. Summarising of many considerations in this paper, come into two points. Firstly, Uno's stagetheoretical framework will be more suitable for the analysis of industrialization process. if
revised in perspectives of modes and institutions of production. And secondly, stage-theoretical framework revised here can be apply and extend to analyse the 'Primitive-accumulation'
process of economic system at postwar period, because the patterns of primitive-accumulation
process would be changed according to 'stages' of capitalist section.
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プソンは、「純粋な民族主義」が「不純な植民地
主襲」や帝国聿蕊へ移行したのは、その根底に

の軸となる(7)。まずn節で、宇野段階論にいくつ
かの論脈があることを著作集をもとに整理する。

｢産業の大管理者鐘」の利害があったからだと主

Ⅲ節では、宇野に対する主要な批判や問題提起を
取り上げることで、宇野の段階論の特徴を浮彫り
にしつつその固有の核心部分を析出する。Ⅳ節で
は、宇野段階論とは関わりなく提起された段階観

張したい)。ホプソンの「管理者連」に代って、ヒ
ルファディングは原論的カテゴリーで規定した
｢金融資本」でもって帝国主譲の時代の根拠を論
じ、レーニンは独占的産業組織と金融寡頭制でそ
の時代の経済的基盤を位置づけた(`)。ロストウは、
経済成長過程を規定する多様な要因について、６

つの社会的「性向」と数多くの経済的「助変数」
とによる経済史分析をしたうえで、一次的成長部
門・補足的成長部門・派生的成長部門が複合的に
展開する経済成長過程は、社会を伝統的段階から
先行条件期を経て「離陸」させやがて「高度大衆
消費時代」へ至らしめる一般的パターンを示すと
した(`)｡

をも考慮しながら、資本主義の段階把握の有効な
あり方を検討する。そして「結語」で全体の趣旨

について要約する。

Ⅱ宇野段階輪におけるいくつかの論脈
(1)政策論アプローチによる理念型

宇野は経済政策を論ずろにさいして、「個々
の政策をその一般的基調によって規定する方法」
（宇野弘蔵『宇野弘蔵著作集』第７巻､259頁：

以上に列挙したものがもたらすイメージはきわ

以下、宇野⑦259というふうに略記する）を採

めて多様であろう。たんに列挙しただけでは、変
化する社会的機榊と変化させる社会的機轍とが錯
綜しているし、その変化の律動が異なる各種の社

用したという。それは、「種々なる政策をその

会的機樵の配畷楢成が不確定だからである。そこ
で、「段階」を論じるためには、社会的機構の含
意を多少限定しその配置構成を与えねばならない。
本稿では、経済体系とそのなかの資本主義的部門、

たる一定の経済政策を指摘することを得、而も
それは常にその経済的発展段階に応じてその中
心となる資本の性質によって特徴付けることが
出来る」（宇野⑦266）からであるという理由に
もとづく。諸政策の一般的基調として規定する
ことができ、かつ「中心となる資本の性質」で

大まかにはその２つの社会的機構を想定する。そ

うすると問題は、経済体系の変化と資本主蕊的部
門の変化、およびその両者の関連ということにな

ろう。それは、経済体系の変化にとっての資本主
義的部門のもつ意義という問題と、資本主義的部
門が国や時代によって一様ではないという問題と
に分かれる。経済体系とは、後にあらためて定残
するが、社会の経済原則を充足する体系のことで
ある。資本主蔑とは、資本形態による増殖運動な
いしその運動が包摂する社会的機榊に対して用い
るｏ

資本主羨的部門が必ずしも一様ではないという
問題については、宇野弘蔵による叙述とそれをめ

ぐる諸蹴１２がある。その宇野段階論の考察が本稿
ＨｌＪ.Ａ･ホプソン、矢内原忠男沢ｎF国庄HuQ（上)」岩aR、OE1o

⑥ｎ．ヒルブプディン失体B5DYr全日n円本的(改ZRHR)｣大月■店、
1961年。レーニソ、大■I平八郎四Ｗ笛国*毎哩角Ｉ１１】ZBE。
(8)Ⅳ.ｗ・ロストウ、酒井正三邸ほかＷＷ経済戒ILO､過浬（増欄願)」
東洋I田済研頻出1965年。その－段向け９９晩力f、田済成長の踏段Rn」

－３６－

歴史的関連の下に綜合的に観察するときにはわ

れわれは大体において資本主義の発達に適応し

特徴づけられる経済政策を、本稿では一般的政

策体系ないしより簡単に政策体系と呼ぶことに
する。政策体系として現われている事態に注目
しつつ、それを不可避にしている経済的基礎の
レベルでその特性を描くというホプソンやレー

ニンなどの手法を、おそらく宇野は援用したの
だと思われる。じっさい､「レーンの功績は・・・
帝国主義論を段階論として規定した点にある」
（宇野⑨337）と特徴づけている。もっとも、帝
国主羨という政策体系の基盤について、宇野は
レーニンと異なって「独占」を第一義的焦点に
はしなかったという違いはあるが、いずれにし
（村上湧兜ほか班、ダイヤモンド社、1962年）であるｏ
ｌ７ｌ銅者はかつて「廟uu麹分析と字B『理83」（｢経済評四1985年９
月号）送る一文を衝いたことがあるが、十分唯6181作典を欠いた性
愈触肝凶文であったことを、ここに正直に自己批判しておく｡本稿
はその111作の全而改、の戯みでもある。
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ろ宇野段階論の主要な論脈は、何よりもまず政
策体系を注視することでその利害関係の発生源
を把握するというアプローチに根ざしている。
とくに世界史的意義をもつ政策体系の場合、
｢資本主義の発展の諸段階に応じた目的と手段
とを、その段階を代表する資本主義国によって
一応一般的に規定し得る」（宇野⑦34）という。
宇野によって世界史的意義をもつ政策体系とし
て選ばれたのは重商主義と自由主義と帝国主義

つの段階のうち、経済体系にとっての資本主蕊

の部分性が重商主義段階においてもっとも顕著
であることの反映であるといってよい。また、

商人資本による問屋制家内工業の統括経営にお

いて、活用する労働力は雇用労働者の労働力で
はなく、分散した各世帯で賃仕事をする家内工
業従事者の労働力である。宇野はそれにもかか
わらず、絶対的剰余価値生産のアナロジーを使っ

た。すなわち、「問屋制度は、これに直ちにマ

であるが、その３つの政策体系のそれぞれが、

ルクスのいわゆる労働の資本の下への形式的包

資本主義的活動のあり方とその主要担当勢力の
利害に照応しているであろうことを想定するの

摂としての絶対的剰余価値の生産の概念を以て
あてはめるべきではないであろうが、これを分

である。そして、資本主義的活動のあり方の段

析し、理解するにはこの理論を援用すべきもの

階的差異が検討されることになる。それが政策

と思う」（宇野⑦255：ただし48年時点の「再刊

論アプローチによる段階規定を体系的に展開し

に際して」より）として処理したのであった。

た1936年の「経済政策論（上)』であり、宇野
自身によるその到達点としての71年の『経済政

原理論的カテゴリーへ引きつけたためにそれに

政策論アプローチで描かれたのは、まず原理

束縛される。収奪による剰余領有体制として描
くことに力点がおかれ、＜安く買って高く売る
＞という抽象的というよりはあまりに単純な表

論的カテゴリーとしての「資本形式」を援用し

現で、商人資本による蓄積様式が特徴づけられ

た類型把握である商人資本・産業資本・金融資

たりするのである。

本であり、工業生産部面の運営方式である問屋

とはいえ、重商主義段階に関しては、経済史
研究の成果を数多く参照しながら生産機轤のよ

策論（改訂版)』であった。

制家内工業・工場制工業であり、工業部面のな
かでの産業分野を特定化した羊毛工業･綿工業・
重工業であった。政策を主導する特定国をも考
慮して整理すると、イギリスにおける商人資本・
問屋制家内工業・羊毛工業に重商主幾が照応し、
イギリスにおける産業資本・工場制工業・綿工
業に自由主義が照応し、ドイツにおける金融資
本・工場制工業・重工業に帝国主義が照応する。
それが基本的な構図である。ただし、以上の構
図には多くの注釈と留保が必要である。
たとえば、「商人資本はそれ自体独自の政治
的勢力となることはできなかったのであって、
言い換えれば社会制度の基本的規定を与えるも
のでなかったため、常に政治的にはそれと経済
的利害を共にする勢力によって政策を実現する
外はなかった」（宇野⑦331）のであり、資本主
義的部門における主要な社会勢力ではあるとし
ても（卸売商業の多角経営をする大商人がいる
からその点も疑問ではあるが)、政策体系に決
定的影響をもつ社会勢力ではない。それは、３

－３７－

り立ち入った説明がなされている。しかし、自
由主義段階に関しては『資本論」の解説を軸と
しており、資本主義の部分性の認識が後退し、

｢純粋資本主賎」との近似性が誇張されている
ように思われる。後述する世界資本主義論から

批判されるゆえんである。しかし何よりも、注
釈と留保が必要なのは帝国主蕊段階に関わる。

金融資本の典型規定はドイツの事例に即する
ことによって与えられるとされるが、その典型
規定の要点をみよう。「もともとこういう銀行
の役割自身が、産業における、殊に巨大なる固
定資本を擁する重工業における株式会社制度の
発展によってその基礎を与えられたのであって、
銀行自身の集中も、またその産業に対する特殊
の関係による金融資本化も、結局は産業におけ
る集中的集積の増進によって決定せられる」
(宇野⑦167)。巨大固定資本のもとに稼働する
工場を経営する産業株式会社との「特殊な関係」
において、銀行が金融資本化する、この引用の
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〈直接的な解釈はそうなろう。「集中的集積」も
零慮すると、重工業分野で株式会社形態の企業
を軸として成立している産業組織に対して、銀
行が何らかの関わりをもつこと、それが銀行の
金融資本化であるといってよい。ドイツの重工
業においては、「いずれも大銀行と多かれ少な
かれ密接な関係をもって独占的組織化力K行なわ

れたのである。それは明らかにいずれをとって
も本来の銀行資本とはいえない金融資本として
の発展を示すのである｡」(宇野⑦195）ドイツ

の事例にもとづく以上の規定が典型であるゆえ
んは、大鼠行が国内重工業の利害に連動してお
り、経済政策（とくに関税政策）が金融資本の
利轡と整合するからであろう。英米に比して、

の金融資本化」という先の典型規定と比較する

には、この引用文中の「資本主義が金融資本化

を実現した」という表現は対象次元がぼやけて
いるが、しかし実質的な含意は銀行ないし金融
業勢力の金融資本化とみなしてよいであろう。
つまり、イギリスでは当該国の重工業部面の産
業組織と接合することなく、金融業勢力の金融

資本化が展開したということになる。具体的に
はマーチャント・パンカーが念頭におかれてい

るようであるが、それらを商人資本や銀行資本

と呼ばずに、あえて金融資本とみなすには、そ

してそれが先の典型規定から大きく乖離しない
ためには、接合すべき産業組織が国外に存在し
ているということでなければならない。しかし

政卸mliアプローチでより鮮明に描きうるケース

その点については必ずしも明確にされてはいな

なのである。

い。それら勢力の投資はいわば証券投資であり、
外国の産業活動の経営のレベルと接合するもの
とはみなせないから、産業組織との接合は金融
資本規定に必要な要件ではないと解釈すること
もできる。そうなると典型規定のほうも、後述
の森果のように、産業組織との関連については
もっと緩める必要が出てこよう。
「諸相」のもう１つであるUSAにおける金
融資本についての説明も、一義的な解釈は難し
い。もともと証券投機の傾向を有してきた「ア
メリカは、・・・金融資本の形成期をも著しく
証券投機的に実現した」（宇野⑦204）が、「株
式操作が重要な役割を演ずるかぎり、それはな

以上の典型規定は、一方に（大）銀行があり、
他方に当咳銀行と同じ国に成立している重工業
の産業組織があり、その両者が株式会社制度を
媒介にして接合することで､個別資本的一貫性
の単位をなすということであると思われる。そ

してその典型規定と基本的には合致するが、し
かしその一部を満たしてい趣い場合があるとし

て「金融資本の諸相」が描かれた。つまり、
「ドイツの重工業における独占組織を通して甑
められる金融資本」に対して、「イギリス金融

資本の特殊性」と、「アメリカにおける金融資
本的発展としての独占体の形成」と力渕比され
るのである（宇野⑦182)。

イギリスにおける金融資本は、「特殊の、直

接、生産過程に基礎をもつとはいえない形態で
発現する」(宇野⑦181）としたうえで、つぎの
ように特徴づける。「それは金融市場が産業的

独占組織の形成期にもなお海外投資によって支
配せられてきていることによるものと考えられ
るのである。・・・イギリス資本主鍵は、この

海外投資の面において金融資本化を実現したの
であった。・・・その点は、イギリスの経済が、
金融資本の支配の中心的基礎を確立しないまま
でレントナー化しつつあったことを示し、その

’帝国主蕊政策のドイツとの相違を解明するもの
ともいってよいであろう｡」(宇野⑦203）「銀行
－３８－

お金融的利害関係がいわば外部的に産業的独占
力を利用することになるであって、ドイツのよ
う祓組織的独占体を形成するにいたらなかった

理由もそこにある」（宇野⑦213）と述べられる。
その場合焦点にされているのは、「独占的利益
を予想する創業利得の獲得がほとんど支配的な

動力をなしている」（宇野⑦210）トラスト形成
連動である。投資銀行の側の金融的利害関係と、
重工業製品製造企業側の産業的利害関係とが、

｢株式操作を通して得られる利益を目的に独占

的結合を実現した」(宇野⑦213）ことが取り上
げられているのである。ただ、いったん形成さ
れると、投資銀行もトラスト企業もそれぞれ独
立した事業運営をするのであり、ドイツでの事
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例のように接合して個別資本的一貫性の単位を
なすのではないということが強調されていると

みてよい。とすれば、USAにおける金融資本
とはそのいずれに対して規定されるのか。宇野

の文脈のなかでは投資銀行の側に与えられてい
るようにもみえる。しかしながら、個別企業と
しての独立性を保持しつつ連繋体制を構築して

いる産業組織を、金融業勢力の機能で包摂して

止揚することで個別資本的一貫性の単位を形成
したのが典型的金融資本であったことを考慮す

ると、証券投機的媒介のもとで巨大統合企業化
することで止揚したトラスト企業の側がUSA
における金融資本とみなされてもおかしくはな

い。いずれにしろ、金融業勢力の金融資本化な
のか、産業組織の金融資本化なのかがはっきり
しないのである。

白巾主蕊政策を代表する国は１つであり、政
策体系における種差は問題にならなかった。重
商主羨政策を代表する国は、おそらく複数ある
であろうが、しかしその基盤をなす商人資本や
問屋制家内工業には「諸相」はないといってよ

い。協業的分業よりも分散的分業のほうが有利
である分野では、さまざまな時代のさまざまな
国で問屋制工業は展開してきたが、それは機構
的には１つの共通の様相を示す。増萌運動を追
求する事業体が、加工前の原材料と加工後の製
品の所有櫓を有し、加工を担当する家内工業群
を相手に配分・回収し、それを販売することで
利潤を実現するという機構である(8)。それゆえ、
政策体系に一定の種差があり、かつ「支配的資
本」とその蓄積様式が「諸相」を展開するとい
うのは、帝国主羨段階に固有の特徴だというこ
とになる。理念型として確定しきれない。諸相

の解明は宇野以外の論者によって具体的に追求
されたが(，)、しかしより明快な理念型が提示さ

れたわけではない。諸相を展開するものを、相
ごとにではなく、諸相集約的な理念型として原

理論的カテゴリーで規定するということに、論
理的な無理があるというしかないであろう。
(8)Ｋ・ピュッヒャー、権田０日之助択『国民経済の成立（贈捕改0丁)」

箆一出版、、2年。Ｄ･ラソデス、石坂昭鯉ばか眠『西ヨーロヲパエ
輿史I1Uみすず、1980年、２政･竹内稔■「蹟陪旧とその動向｣､社
会経済史学金田「1930年代の日本経Fi｣】H大出版、1982年所収。

－３９－

段階股定は帝国主鍵段階までで十分であり、
現代もその段階の延長上にあることを宇野は主

張する。「社会主羨経済の出現を見た後になお
資本主義の典型的段階を規定するということは、
筋が通らないこと」（宇野⑦８）だからという
のが大きな理由である。政策論アプローチでい
けば、そして社会主義もまた政策体系ないしそ
れに準ずるものとみなせば、それが世界的に強
い影響をもたらして各国の政策に投影されるも
のであるかぎり、経済政策が資本の利害の反映
であるという段階規定方法を適用できないから
であろう。現実には第１次大戦後も、資本主曇
や経済の発展および変化があるが、それはもは
や段階論の問題ではないとされる。支配的な資
本の形態も、資本主義的部門の利害を代表する
のも金融資本であるが、それはもはや経済政策
に必ずしも決定的影響力を及ぼしてはいないか

ら、段階規定としては金融資本によって特質づ

けられる段階であるが、経済政策そのものは金
融資本の利害の反映としては捉えられない、こ
れは政策論アプローチの輪理的ジレンマなので

あろう。このジレンマの解決として主張された
のが、段階論的に付加するものはないが、しか
し現状分析的に把握すべき大きな変化はあると
いう位置づけであった。「現代」を特徴づける
成長政策や福祉政策などは、社会主農の､胚を
受けた受動的なもので、資本主壌の段階規定を
保証する一般的政策体系とはみなされないとい
うことになる。政策論アプローチでは、段階規
定は第１次大戦で閉じられるのである。
段階規定を時代特性によって閉じて、あとは
現状分析の問題だとするこのような一見巧妙な
主張は、段階論と現状分析との関連をあいまい
にする。後述するように、現状分析とはたんに
具体的分析ということではなく、歴史具体的経
済体系の分析のはずなのである。第１次大戦後
の時代特性の分析として、経済体系ではない世
界経済の分析も含めて現状分析の対象というこ
とにされると、現状分析に対する段階論の関係
（９）戸原四日Ｗドイツ金融寅本の成立過国東大山版、1960年。石岡
昭意「アメリカ全日h宮本の成立l宜大llIHR、1962年｡■恒夫『■座
帝国窕展の研宛4)イギリス資本主屡」青木毎店、1975年。
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｛よ具体鏑に対する抽象鎗という平板な関係になっ
てしまう。世界経済論は、世界市場的分業連関

体系の分析であって、経済体系の分析としての
現状分析に無理に含み込むよりも、それは固有
の分析領域としたほうが混乱は少ないのではな

由は１つしか考えられない。すなわち、マルク

スの『資本論』を原理論として処理しようとし
た宇野は、マルクスの「経済学tlt判体系プラン」

かろうか《⑪。

に対して、原理論とともに段階論をもって解釈
しようとした、ということである。政策論とし
て端緒が与えられた段階論は、プラン後半体系

（２）プラン問題的櫛想

に対応するものとして完成されねばならない、

宇野の『政策鯰（改訂版)」の「序輪」には
つぎのような唐突な叙述がある。やや長いが引
用しよう。「段階論はまたその各分野における
研究が総合されて、従来､不明確に行なわれて
きたものを科学的に明確にすることになるであっ

そういう槽想の表明であろうと思う。

て、決してそういう研究と離れて与えられるわ
けではない。さらにまたそこでは法律学的研究
や政治学的研究からも協力を得てはじめて完成
するものといってもよいであろう。いわゆる国

家論にしてもこういう段階論としてはじめて具
体化する６のではないかと考えられる。かくて
段階論的規定はそういう各分野の研究がある程
度は独立に行なわれながら、結局は互いに規定
し合う諸関係を対象としているものといってよ
いのであるが、ここでもまた単に相互に規定し
合うというだけではない。・・・政策論は直接
経済過程に基づいて展開される政策を対象とす
るという点で、他の研究分野に対してはより基
本的な規定を与えるものとなっている.それは
直ちに段階論をつくすわけではないが、その基
礎規定をなすわけである｡」(宇野⑦4041）
同書の「結語」にも同様の主張が述べられて
いるが、これが唐突であるゆえんは、同書の木
蔦（36年の『政策論（上)』を土台とする）か
ら抽出された主張ではないからである。この唐
突な叙述が、宇野段階論の意義として解説され
る場合があるが('')､宇野のその主狼は庇臓輪』
以外の著述からも論理的には出てこないもので
ある。上肥引用が意味するのは、上部構造をも
`含めたいわば社会構成についての「各分野の研
\究」によって総合的な段階像が得られるはずだ

段階論についてのそのようなプラン問題的櫛
想は、政策論アブローチのように体系だった論
述としては存在しないが、しかしいくつかの著
述に散在する。たとえば1950年の『経済原論』
にはつぎのような文章がある。Ｒ丘杙国家によっ

て行われる経済政策と財政とに関する研究部門
は、原論によって把握された一般的法則をもっ
て分析せられた資本主義の世界史的発展段階に
応じて、重商主義、自由主義、帝国主壌の経済
政策と財政とを、その必然的根拠に基づいて明
らかにするものでなければならない。金融論そ
の他企業経営に関する具体的研究もまたこの研
究段階で明らかにされなければ、科学的とはい
えない｡」（宇野①22)。つまり政策論とともに
財政学も、段階規定と関連づけて確立せねばな
らないし、さらには金融論や経営学もそうであ
るということである。そして、「原理論と資本

主義の世界史的発展段階に応じた各部門の研究
とを前提とした一国のいわゆる現段階輪、これ
が経済学研究の最終の目標をなす」（宇野①23）
というとき、「段階に応じた各部門の研究」の
綜合として段階論を構想していると読める。５９
年の『マルクス経済学原理論の研究』では、プ
ラン前半体系に『資本論」が対応し、それは原
理論として完結さるべきものであるのに対して、

「国家形態でのブルジョア社会の総括」以降の
後半体系については「別の方法を考慮しなけれ
ばならないものと思う」（宇野④９）といって

いる。この「別の方法」は、従来の政策論的に
把握された段階規定に重ね合わされて構想され

ということであるが、このような主張をする理

たといってよいであろう。政策論アプローチに

OＱその点へのこだわりを展開したものとして、本山典鷹『世界経済

対応する上部柵造左でも含む社会システムとして完結住をもつ｣(1艶
面）と述べている航､刻噸のUtの朗分で劃bCるように、それは資本

、｣同文館､｣076年。

00たとえば､白旗節蟻「昭和マルクス理猫:Ｃｈ跡と弁l正」社会呼蛤
社、1989年、Ｏ軍。ち逆みI已降度は、「段l髄的は、軽済過糧とそれに
-４０－

主役殿隣IDとしての宇野段階勘の特質と相容れない解駅である｡

高良：「資本主義の段階性をめぐる諸論点について」

よる段階規定とプラン問題的構想との整合、そ
れが宇野にとって大きな課題として意識されて
いたのだと思われる。

1962年の『経済学方法論』ではつぎのように

述べている。プラン後半体系は、「＜ブルジョ
ア社会の国家形態での総括＞も､＜生産の国際

いであったのかもしれない。
(3)蓄積論アプローチ

宇野が「段階」について言及するとき、資本
蓄積過程との関連で論ずる場合がある。一方に
労働力を商品として販売して貨幣所得を獲得す
る雇用労働者群がいて、他方に労働力販売以外

的関係＞も、・・・資本主義の発展の過程を具

の方法で貨幣所得を獲得するが安定持続的な業

体的に特徴づけるものとして、原理論的にでは

主ではないいわゆる「産業予備軍」がいて、そ

なく、段階論的に規定されるのである｡」（宇野

して後者の大きさに影響される労働市場を介し

⑨48）そしてやはりここでも、「金融論として

て前者の労働力を活用する資本家の資本蓄積過

の段階的規定」（宇野⑨53）という表現に見ら

程が展開する。この一連の諸過程と段階規定と
の関連である。「労働力なる商品が､資本にとっ

れるように、諸分野の研究の複合で段階論が構
想されている。６４年の『経済原論（全脅版)』
で､｢一般的に経済政策論という場合には、．．、
いわゆる段階論の基本的規定をなすことになる。

金融論、財政学等はこの経済政策論によって与
えられる基準によってその段階論的規定を展開

すべきものといってよい」（宇野②13）という
とき、段階論は基本規定と副次的規定とを必要
とすると読める。あるいはまた、政策論的段階
論と現状分析との間にさらにもう一段の中間的
媒介論を想定していると解釈することもできる
し、媒介論という役割を離れて、「段階論の抽
象度の中間性を論じたもの｣(１２)とみなすことも
できよう。多様な解釈の余地を残している。
以上のような構想表明は何を意味するであろ
うか。多くの論者によってよく指摘されること
であるが、段階論の主要タームは原理論的カテ

ていかに有利に利用し得られるほどに与えられ

ているか否かは、資本の生産物が資本として機
能し得るか否かを決定するものとなる」のであ

り、「資本の蓄積の様式の如何によって区別せ
られる資本主義の歴史的発展段階の相違も、実
はこの労働力なる商品が資本にとっていかなる
関係の下に商品化されるかの相違によるものに
外ならない｡」（宇野⑤59-60）ここに、政策論
アプローチやプラン問題的構想とはやや異なっ
た論脈がみられる。前二者に対して蓄積論アプ
ローチと呼んでおこう。
「個々の資本にとっては｣、生産物販売額＝
流動不変資本費用十可変資本費用＋固定資本償
却費＋利潤、であるという（宇野⑤63)。個々
の資本というとき、増殖運動の実行単位として
の企業が想定されているといってよい。購入投

ゴリーであるかそれに引きつけものである。た

入物は、その価値をそのまま製品に移転して保

とえば「資本」という表現で、論脈に応じて生

存するかあるいは他者に転売することが可能な
かぎり、利潤は侵蝕をうけないが、しかし労働

産諸要素・企業・産業組織など異種次元の社会

的実体を含意させたり、さらに「産業資本とし
ての綿工業」という表現にみられるように製品
分類による産業をも資本とみなす場合がある。
原理論的カテゴリーを具体的カテゴリーに転換
すること、少なくともその転換を媒介するカテ
ゴリーで位置づけ直すことを、宇野の｢政策論」
は意識的に試みてはいない。プラン問題的構想

の表明は、カテゴリーの転化が「諸研究部門」
によって実現されねばならないという宇野の思
咽今更1W文「段nfHhの鰍理性と序史幽、山口国克編「市墹システム
の理１A」御茶0,水害厨、1992年、４章所収、Ｂ3頁。

－４１－

力はその価値を製品に移転するのではなくその
行使自体が価値を形成するのであり、また労働
力商品は他者に転売できず購入したかぎりは当
該生産過程で活用するしかない商品であるので、
賃金の上昇は利潤を侵蝕する、と宇野はいう
(宇野⑤78)。そのような企業で構成される資本
主義的部門の蓄積過程を、雇用労働者群と産業
予備軍とを明示的に設定して特徴づけることで、
つぎのような蓄積過程が描かれる。
労働需要が増大しても、産業予備軍に余裕の
ある間は労働市場での賃金上昇が抑制されるか
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ら、資本蓄積は資本構成を変化させずに（つま
り追加固定資本投資をそれほど必要とせずに）
展開される傾向にあるが、しかし予備軍からの

金融資本が直接属用している労働者の労働コス

労働力供給が縮小するにしたがい、賃金が上昇
し利潤率を低下させてやがて「資本が資本とし
て過剰」の状態となる（宇野①368)。いわば労
働力の無制限的供給の状態から、「資本によっ

て低められることを強調しているのである。そ

ては生産されない労働力なる商品によって制限

せられ」ろ制限的供給の状態への転換が生じる
ということであり、「この制限を突破する手段
として新たなる価値関係を形成する生産力のい
わば縦の増進が行われる」(宇野①375-6)。つ
まり資本構成の高度化が展開される。以上を金
融市場のメカニズムとも絡めた周期的循環とし
て理論化すると恐慌論になるが、ここでは周期
性は度外視して蓄積論のままにしておこう。宇
野の蓄積鏑は、産業予備軍の存在を不可欠の前
提とするから、予備軍を明示できない表式論か
ら蓄積過程や恐慌を説くことは否定される。
｢資本が資本として過剰になるというのは・・・
表式論のような労働力の供給源を問題にしない
もので論じうることではない」（宇野②341）と
いうことになる。そして、蓄積過程を論ずるに
あたって履用労働者群と予備軍とが不可欠な要
因であるということは、段階規定にとっての蓄
積論アプローチにおいてもその両要因を考慮す
るのが当然ということになるはずなのである。
いわゆる帝国主蔑段階を論ずる場合には、産
業予備軍という表現よりも「過剰人口」という
表現が多用される。株式会社においては、「資
本主義に特有なる生産方法の不断の改良進歩と
いうことが､個人企業的繊ｳから解放せら打て。。
・有機的構成の高度化が不断に行なわれうる基
礎を与えられる。それと同時に労働人口は資本
の集1Miがそれより以上に増進しない限り不断に
過剰化の傾向をもつ」(宇野⑦175)。それが金
融資本カテゴリーと関連づけられて、つぎのよ
うな主張がなされる。｢金融資本の独占的利益
の追求は、かくして単なる独占資本としてのそ
れではなく、歴史的に特有なる社会的基礎､一
般的にいえば不断の過剰人口を基礎とする労働

力の商品化によるものである｡」（宇野⑦17980）

－４２－

ト、および低位労働コストで存立する中小工業

の下請活用による役人コストが､過粛圦ロによっ
れらは産業組織上の機構的特性としては明確に
されてはいないが、しかし蓄積論アプローチに

おいて過剰人口のあり方が大きく注目されてい
るという点は、ここで確認することができよう。

その点に関連した宇野の反省がある。「段階
論的に明らかにされる諸現象は、・・・必ず不
純の要因も含むのであって、・・・われわれは
この不純の状態自身を歴史的に規定しなければ
ならない」のであり、段階規定は、「不純な要
因を捨象し去るのではなく、そういう要因に及
ぼす支配的影響力を考慮しつつ行う抽出である。

したがって実際には、その対極として、常にそ
れぞれの国の資本主義化におそらくは最もおく
れる農業をとって規定することが必要ではない

かと思う。私自身『経済政策論』でそれを殆ん
どなしえなかったのであるが、それは種々なる

問題点を残すものといってよい｡」（宇野⑨382‐
3）５９年時点でこのような展望をもっていたの
に、なぜ『政策論（改訂版)』でこの点につい
て明示的に論及しなかったのかという問題もあ
るが、それは考察のしょうがない。しかしそこ
で示唆的杠のは、「資本主義の段階」が非資本
主譲的部門との関連を考慮しつつ規定さるべき
である、と宇野がみなしていることである。
非資本主義的部門との関連を考慮しつつ、な
おかつ資本主義の段階として規定されるという
のは、前者に対する資本主義の主導的影響力が、
資本主義の段階的性格に応じて異なることを想
定しているとみてよい。そして広範な非資本主
義的部門に対して資本主義が影響力を及ぼして
いく過程とは、経済体系における生産諸要素の
比例配分構成の変化過程としてみれば、資本主
義的部門の発達において後発的な国々における
本源的蓄積（以下原蓄）過程にほかならない。
後発的な国とは、イギリスに対するいわゆる
｢後進国」にかぎられない。一方ではオランダ
に対するかってのイギリスというケースも、他
方では現代の途上国のケースも含めて想定して
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よいであろう。一般的に言えば、資本主蕊の段

階規定は、原蓄過程の様相の段階的パターンの
違いを指示するものとして与えられねばならな
いということになろう。問題は、それが段階論
の領域か現状分析の領域かということであるが、
現状分析の領域とみなす通説的理解と異なり、
先の反省は、原蓄過程のあり方が段階論の問題
領域でもありうることを述べているとみること
もできるのである。

後進国の場合、「イギリスのように二世紀に
もわたる資本の原始的蓄積の過程を必要とする

ものではなかった。農村は多かれ少芯かれイギ
リスのような徹底的分解を受けないままで、そ
の国の資本主義化を実現したのである。・・・
イギリスと共に、しかしある程度イギリスに対

抗して行われる、いわゆる工業保護政策によっ
て歪曲せられた、自由主義体制の下にその資本
主義化を実現したのである｡」（宇野⑧156）よ
り簡単にいえば、イギリスでは商人資本による
原蓄が展開したのに対して、後進国では「産業
資本による資本の原始的蓄積」（宇野⑦143）が
展開したということになるし、日本では金融資
本による原蓄ということなのであろう。日本で
は、離農労働力への需要がそれほど大きくない
金融資本による蓄積のもとで、「農村過剰人口
をして常に産業予備軍の特殊形態たらしめる過
小農経営を普及せしめることになった」が、そ
のような「わが国における農業問題は、資本主

義の金融資本の段階に、多かれ少なかれあらゆ
る国々に共通に現われる農業問題の、特殊形態
といってよい｡」（宇野⑧158,162）宇野の段階

論が大きな説得力を発揮したのは以上の論脈で
あり、日本資本主義論争の混迷に対して明快な
筋道を示したのであった("･問題は、これを現
状分析の問題領域としてのみ扱うか、段階論的
構成のなかに取り込むかということにある。
ところで、非資本主義との関連を考慮した段

階把握は、経済体系の段階規定へ転ずる可能性
がある。たとえばつぎのような表現にその傾向
伽ただし、】F者はいわゆる榊座派の立鎗が必ずしも無効であ己允と
は恩わぱい。とくに、経済体系は多概な6t会蠅1ＩＨＩの複合であると
いう構図に餌座DRI土固執したが、それを日本的に特殊紅封麹迫制の
、HRBに3鍬)しようとする鰯理ＨＩ造は否定さるべきとしても、多郁門

－４３－

を読み取ることができるように思われる。日本
経済は「三世紀に亙るイギリス資本主曇のこの
発展の過程を、僅か六、七十年の内に実現する
ためには、当然この三段階が集約的に、それと
同時に著しく歪曲された形で現われるのを避け
ることは出来なかった」（宇野⑧292-3)。「三段
階」とは、「資本主義の世界史的段階」として
把握されたはずの重商主義・自由主饗・帝国主

義であるが、その三段階がある一国（日本）に
おける段階継起局面でもあるという表現になっ
ているのである。これはもはや経済体系の、し

かも具体的固有名詞をもつある一国の経済体系
の段階へと、段階規定が転用されているといっ
てよい◎

宇野段階論の根幹は資本主義段階論であるは
ずだが、非資本主義的部門との関連の組込みは、
経済体系の段階把握へ転ずる可能性があるから、
その根幹を揺るがしかねない難題なのである。
にもかかわらず、その難題との格闘力泌要であ
るという宇野の反省的言明がなされるのは、段
階論が原理論的分析と現状分析との媒介の役割
を果たさねばならないからであると思われる。
政策論アプローチで抽象的にタイプ化された資

本形態や資本蓄積様式が、そのまま媒介構図を
提示するわけではなく、それは非資本主義的部
門の縮小過程（｢純粋化｣）が停止あるいは遅滞
する（｢不純化｣）契機、すなわち資本精成高度
化を示すだけである。非資本主義的部門を考慮
しつつも、なおかつ資本主義の段階として規定
されねばならないという課題は、未解決のまま
残っているように思われる。

(4)宇野段階論の拘束条件一「経済原則」の問
題

いかなる社会であれ、「消費することを止め
えないと同様に、生産することをも止めるわけ
にはゆかない・・・（という）社会的絶対的条

件を・・・充足しなければならない｡」（宇野⑥
220、カッコ内引用者）これは、宇野のいう

｢経済原則」に関する表現の１つである。もつ
１N図の視点は有効であると考える。その有効な側面を圃極的に展開
したものとして、中村哲睡代世界史像の再構麺青木石店、1991
年。同「日本初期寅本主展史鼬ミネルヴァ谷風1991年。
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と一般的な言い方は、「人間が自らの労働によっ

て自然から生活資料を獲得し、その生活資料に
よって再生産される労働力をもって再び自然に
.働きかけるという、このあらゆる社会に共通な、

人間生活に絶対的な物質代謝の過程」（宇野⑤
５５）とか、「諸社会に共通な、いわば人間社会
の成立の物質的根拠」（宇野②233）とかいうも
のである。

これが二大生産部面のバランスを意識して言
及されるときつぎのようになる。「いかなる社
会にしても生産手段と消費資料とが一定の関係
をもって再生産されるためには、社会的労働の
配分を基準とする以外に基準はない。資本主義
社会では、それを資本の形態をとおしておこな
う」(宇野⑥278)。そして表式論的な経済原則
の把掴となる。「マルクスがこの表式によって

明らかにしようとした点は、・・・資本主蔑的
再生産過程を総括的に概観し、・・・資本家と
労働者とをもって構成せられる資本主嚢社会が、
年々の労働によって他の社会と同様に再生産を
継続し、拡張してゆくことができ、一社会をな

しうることを明らかにするということにある｡」

（宇野⑥281）表式論的原則把握それ自体は資本
主義的社会にかぎらない。「経済原則に即して
意識的に計画経済を実現する社会主凝社会」や、
「経済原則を慣行的な制度の内に特有な支配服
従関係をもって実現しながら、部分的に商品経
済をもって補充するという封建社会」（宇野④１
８）にも適用できるものとみなされている。

人間生活の物質代謝過程は、表式論的把握と
は別に、効率性原則としても捉えられる。つま
り、ｎMt小の労費をもって最大の効果をあげる
こと・・・･人間の物質的生活資料の獲得とい
うことでは、これがその一般的原則をなす」
（宇野⑥８）ということである。この歴史普遍
的な一般的原則は「緩い効率性原則」で、資本
‐形態がさらにそれに「厳しい効率性原則」を強
制することで、経済原則を経済法則の次元に転
化させるという示唆に富む解釈が山口によって
与えられている⑭。ただ、形態によって｢緩い」
鯛山ﾛ画克｢伍伍坊の射劉】Ｎｉ大出版、1987年、２恥

-必一

６のが「厳しい」ものに転化されて法則的強制
を受けるようになるというのみでなく、それに
加えて、おそらく計算（ないし会計）単位とし
ての経済活動単位の問題が絡んでくる。

効率性原則について、つづけて宇野はつぎの
ように述べる。「商品経済もそうでない経済、
例えば領主と農民との関係のもとに営まれる農
村の経済とか、あるいまた今日の大部分の家庭
内の経済生活とか、と同様に経済生活をなすも
のであって、いずれも経済の原則によって支配

されているといってよい｡」（宇野⑥９）つまり、

経済原則は、商品経済のみならず荘園や世帯に
も貫徹するとみなされているのである。そして、

奴隷制や農奴制による生産の場合でも、「一日
働くと一日の生活資料以上のものを生産するこ

とができるということが、そういう社会の基礎
になっていた」のであり、「資本主義社会の資

本家と労働者との関係も実は、このあらゆる階
級社会に共通な基礎による」（宇野⑥11）とい
う。要するに、経済原則を充足せねばならない
社会システムは、生産と消費が行ぼわれる社会
システムであるが、それにはいくつかのタイプ

があり、商品経済や荘園や世帯や資本主義的社
会などがそれに当る、そういう言明として解釈
するしかない。そして充足すべき原則というこ
との意味は、計算単位としての経済活動単位に
おいては、余剰が生産されねばならない、ある
いは少なくとも消費水準が生産水準を上回って
はならないということである。効率性が基準に
なるのもこの意味においてであろう。

以上のことはつぎの引用でよりはっきりさせ
ることができる。「社会的総資本の再生産過程
のいわゆる再生産表式による総括的把握は、か
くして資本家的蓄積の現実的過程を基礎にして
理解されなければならない。表式は、あくまで
もあらゆる社会形態に共通する原則の資本家社
会的表現に留まるからである｡」（宇野①214）
ここで「資本家的蓄積の現実的過程」というと
き、個別的資本あるいは資本主蔑的事業組織に
よって展開される過程を想定しているといって
よく、それと社会総括的過程とが対比されてい
るといってよい。より簡単にいえば､企業とマ
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に取って代りうるものではないし、､蓄積論はい

クロ経済とが対比されているが、要はそのいず
れもが経済原則を充足せねばならない単位なの
である。そして企業レベルの経済原則充足過程

ぜんとして有効でありうる。そして蓄積論は、

事業組織もまた充足すべき経済原則に拘束され
るということを前提にしており、山口流にいえ
ばそれは資本形態のもとで｢厳しい効率性原RUU

が解明されないかぎり、マクロ経済における経
済原則の資本主義的充足過程は理解できない、

に転化している原則なのである。

というのがその引用文の意味であると思われる。

ここまで「経済体系」というタームを定義な

宇野が、恐慌の本質は表式論から出発しては理
解できず、蓄積論として解明しなければならな
いと述べていることと、以上の解釈は整合する
であろう。企業単位での経済原則の充足をめざ
す個別資本の蓄積過程が把握され、そのつぎに
その運動がマクロ経済の「原則」をどのように
充足することができるかを示すのが表式だとい
うことである。蓄積論は産業予備軍の存在を前
提しているから、「労働力商品化の無理」を理
論内に包摂できるが、再生産表式は産業予備軍
を捨象している。よって、表式論的レベルの原
則充足についての理解に先行して、蓄積論レベ
ルの原則充足が解明されねばならないことにな

しにしばしば用いてきたが、「経済原則」につ

いて考察したので、ここで定義しておく。再生
産の社会総括的体系を、社会の経済原則を充足
する体系とみなし、簡単に経済体系と呼ぶ。こ
の確認は重要である。宇野は経済学研究の３元
構成として原理論・現状分析・段階論を提起し
たが、それは経済体系の経済原則充足過程を解
明するためのものであり、合理的にフィクショ
ン化された経済体系の分析（原理論）と、固有

名詞をもつ現実の経済体系の分析（現状分析）
と、その両者を媒介するための主導的部門の機
概特性論（段階論）という構成なのである。原
理論的分析と現状分析が措定する対象は経済体
系でしかありえない。経済体系分析ではないも

る。

表式論的な経済原則の把握については、宇野
の抽象的言明を超えて、数理経済学が明らかに
してきた。再生産表式を投入産出表に近似的な
形式に再櫛成して、再生産体系が存続可能であ
るための条件を確定し、「マルクスの定理」と
呼んでいる。ホーキンスーサイモンの条件だと
か、ペロンープロベニウスの定理だとか、非負
逆転可能定理だとかで論証されるが、ここでは
草分である置塩信雄に即して、再生産体系が
｢純生産可能条件」と「剰余条件」とを充足す
べきこと、つまり純生産を産み出しかつ剰余を
成立させねばならないことと理解しておこう(１s)。
充足すべき絶対的要件に再生産体系が拘束され
ることについては、数理経済学によって「マル
クスの定理」として確証されたとみなしてよい
と思われる。もっとも、産業予備軍を明示でき

の、たとえば世界経済論は、３元構成のなかの

現状分析に相当するものではなく、別系統の議
論として展開さるべきものというしかないので
ある。その点の不明確さと、政策論アプローチ
による理念型論の誇張とが、資本主鍵段階論を

戦間期前で閉じるべしという判断をもたらす１
つの原因になっていると思われる。

繰り返せば、段階論と現状分析との関係を、
抽象論と具体論との関係とみなすことはできな
い。資本主義についての段階把握が、経済体系
分析といかなる関係にあるかが問題なのである。
それを考えるには、宇野以外の論者による段階
論の扱い方についても検討しておく必要があろ
う。

ない点は表式論そのものの場合と同様であるか
ら、労働力商品化とその無理を軸にする蓄積論

瓜宇野段階鵠についての多様な問題提起

⑬置坦信雄「再生産の理洩｣創文社、１蝿7年。同『番Hi筋」乳HP瞥
厨、【967年、１窮し､パシネッテイ、茂山泉12か肌r生産理由」東
洋雁済Wf報社、1979年､Ⅳ童。塩沢由典『数理経済学の基礎」朝倉

一体の属性とし、各社会にとっては部分的な資本
主義が世界的な連繋をもつことによって､「ひと

谷店、1981年、§14,§17゜

岩田弘は、資本主義は部分性と世界性とを表裏

つの有機的全体性をなす世界システムとしてのみ

－４５－

琉球大学教育学部紀要第42巣Ｉ

歴史的に過程する｣(焔)ことを強調した。商品形態

的連繋での連動メカニズムに強く包摂されること
で一つの歴史を共有する社会的諸関係の体系が成
立し展開してきた、というのが近年来注目された
中枢一衛星論や世界システム論が提示した基本認
識であったが(ＩＤ、同様の認識をそれより早い時
点で岩田が提示していたのである。岩田の場合は、
宇野の原理論と段階論への代案提示の試みのなか
からその世界資本王議論が形成されたことに特色
がある。各社会の特定の産業部門で展開してい
る資本主義的生産が、これまた各社会の資本主義
的でない生産をも必要に応じて商品形態的に連繋
せしめながら、世界資本主襲としてあるいは世界
システムとして展開する。部分性と世界性とが表
裏一体となっているというのはそういう意味であ
る。経済学的に把握さるべき資本主義の原理論は、
産業資本段階でのそのような世界システムを１つ
の社会であるかのどと<描く（内面的に模写する）
ことであり、段階輪はそのような世界システムの
歴史的展開過程それ自体を描くことである(叩・大
雑把ではあるが、以上が岩田世界資本主蕊鯰の骨
格であると思われる。そして、「段階論と現状分
析との関係は、それゆえ、宇野氏とは反対におな
じ歴史的具体性をもつ、全体と部分との関係とさ
れなければならない」とし、全体としての世界資
本主蕊の分析が段階論であり、その部分である1
国資本主義の分析が現状分析として「世界資本主
義分析の内部に位鬮づけられ」るという構図を提
起した(ＩＤ)。

岩田理論の含意、たとえば株式資本論について
の問題提起とか(劫、景気循環を考慮する方向へ段
階論に刺激を与えたとか②)、について考察するの
がここでの目的ではないから、確認すべき岩田の
論旨としてはとりあえず以上で十分である。その
特徴であるが、岩田は世界システムそれ自体に段

階規定を与えることで段階論を構想している。そ

の点から宇野を振り返ってみれば、宇野の場合の
段階規定は、１国的社会システムであれ世界シス
テムであれ、体系それ自体を規定するものではな
かった。部分的な資本主裟に対して規定されたの
であり、それが他と接合し連繋して成立する体系
の特質を指示するものではあっても、段階規定は
体系それ自体に与えられたわけではない。その点
は後述の大内力とも異なる、宇野段階論の基本的
特質といってよい。岩田のもう１つの大きな特徴
は、「経済原則」について考慮していないことで
あり、原則を充足せねばならないという拘束をも
つ体系であるのかどうかの視点が欠落している。
振り返って宇野をみれば、体系それ自体に与えら
れる段階規定ではないから、経済体系レベルの原
則は直接には考慮せずともよかった。しかし段階
論が媒介論でもあるということは、原則を充足す
べき体系のあり方を指示するということであり、
原則の拘束を受ける体系を想定することなしには
段階論は成り立たない。

「資本主義（的部門)」に対して段階規定を与
えるというのが宇野段階論である。小営業や世帯
などの非資本主義的な原則充足単位を含んだ経済
体系のあり方を、資本主義の段階規定は指示する
ものである。その経済体系もまた原則を充足すべ
き拘束を受ける１つの単位であり、「マルクスの
定理」によれば純生産可能条件と剰余条件とを満
たさねばならない。それは再生産体系としての存

続に関わるからである。ところが、世界システム
それ自体は、充足すべき原則を有しない。厳しい
効率性原則と緩い効率性原則とを有する諸単位の、
いわば寄合いの場である。それらの相互連関には
たしかに梢造化要件はあるであろう。中心・周辺
という配置樹成である。しかし、その配置要件を
満たして成立する構造化体系であることと、経済
原則充足体系であることとは、明確に区別される
べきことである。

ＯＳ岩田弘｢世界目泰劃且」未来社、1964鴫「序｣。

個岩Ⅲ、刑掲岱、１窟ｌ凧

u、フランクの羽合I』二回社会沿およびその魍迫29四に対する代窪担

⑬同上密、１通２節。

示の試みであったが、それを展開した長大な画文として、Ｆｍｎｋ・

四nmKUI児「術田主勤aの根本nm2mミネルヴァ、ＬＷ３畢１五。

A･G・pSodMogyoIDwdopm2ntandUndomdeveIopmentorSo･

圃風HHH:二｢郭『理幽と現代宙本主後趙｣､「社会科学研麺那樫

ciologyoInFmnhoLa8mＡｎｗｔａ:Und27UPtJ■bpmm4DrR“か

血CiDUu・MohtMyROViewPm国1969.ｐｐ･泌例．がある。ウオー
ラスティソについては、111北樋択｢近代世界システム(【)(､｣岩波、
1981年゜
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１号（1982年)｡

高良：「資本主蕊の段階性をめぐる諸鱸点について」

とはいえ、以上のことは、資本主銭が｢国民性」

を有するものだとか、「国民経済」として構造化

するものだという立論を志向することと同じでは

ない。経済原則の充足に失敗するあるいは失敗し
つつあるとき、その充足単位を統括する権力は正
統性を喪失するであろうから、権力の現行担当勢
力は、当該体系への調整的介入によって原則充足
の回復を図らねばならない。世帯であれ企業であ
れ国民国家であれ、そのことは妥当するはずであ
る。しかし、そのことから資本主義が国民経済と
して構造化する属性をもつという結論は出てこな
いのであり、両者は別のことなのである。岩田世
界資本主義論に対する批判的論評も、近年の世界

システム論に対する批判的論評も、「国民経済」

視点を対置するという安易なやり方である場合が
多いが、それは資本主義による櫛造化体系と権力
正統化による構造化体系との違いをあいまいにす
るといわねばならない。後者は経済体系をなし、

前者は効率性原則を充足すべき諸単位の世界市場
的分業連関体系をなすのであるが、経済体系の根
拠は表式的原則にあるのであって、資本主譲にあ
るのでもなくまた国民性にあるのでもない。

大内力は、世界資本主義論を意識してつぎのよ
うに述べる。段階論は、「資本主義の世界史的な
運動法則」の解明でなければならないと同時に、
｢特定の国々について説かれ」なければならな
い(刺。つまり段階規定は、体系それ自体に対して
与えられねばならないが、しかしその体系は世界
資本主嚢ではなく「特定の国々」である、という
のがその意味であろう。いわば経済体系の段階と
して段階論を構想しているといってよい。大内は
宇野説についての疑問として、重商主襲前半期に
もイギリスが指導的先進国といえるかどうか、重
商主義・自由主騒の両段階にはイギリスのみが典
型なのに、帝国主義段階にはぱぜ３種類の典型国
が登場させられるのかということを挙げている回。
そして、典型国の移り変わりの歴史的過程に注目
した。経済体系に即した段階規定と、典型国の推
転を明示するという２つの特徴が合成されて、積
●●

極的典型国と消極的典型国という二重の想定に基
づく複線移行型段階論が提起されたのである。
大内は、「資本主義の歴史的な発達の径路を段
階論として辿り、自由主義段階の資本主疑がどう
のようにして変質をとげ、帝国主義段階へと推転
するかを明らかにしてかからなければならな
い｣(割)と、その箸ｒ帝国主義論』の冒頭箇所で述
べている。ここに大内段階論の特徴が集約的に表
われているように思う。宇野は「経済政策論とし

て」段階規定を試みたが、大内は「帝国主羨鎗と
して」段階規定する。宇野の場合は、各段階が論
理的には対等の独立した理念型であった。大内の
場合は、中心舞台としての帝国主羨段階に対する
前提・助走段階として重商主義期と自由主駿期と
が扱われる。つまり、大内段階論とは、「帝国主
義段階」論なのである。宇野の叙述にもその側面
はあると思うが、大内はより強くそれを前面に押
し出したといってよい。

大内は、「現代資本主義の分析のためには、帝
国主義論を発展させた一般的規定があるていど要
求される」として独自の国家独占資本主義論を提
起したが、その国独資論は、「現状分析輪と一般
的基礎的規定たる帝国主義論との、いわば理論的
な橋渡しをする性格を与えられているものであ
る｣(画)とした。ここでは、明らかに「帝国主装論」
が「段階論」と同義語として使われている。そし
て国独資輪とは、「とくに通貨政策を中心として

擬気の調整をはかり、恐慌を回避するための体制

についての一般的規定としての仮説である、とさ
れた〔劫。ここに政策論アプローチによる段階規定
のアナロジーをみることもできよう。ただしその

段階規定は、資本主義的部門に対してではなく、
経済体系に対して与えられたものである。それゆ
え、「国家独占資本主義はたしかに世界史的には
ひとつの段階である。ただしこの世界史Iま、もは
や資本主義の側から段階規定を与えうるものでは
なくなっているのである｡｣(Znと主張される。帝国
●●

主義段階ではあるが、「帝国主義段階」論では十
分解明できない独自の段階＝国独資段階である、

四四伽

瞬大IAl「国旗独占寅本主麺東大出腹、1970年、１０瓦｡

大内力「経済学方剛東大出版、1980年、泌9頁｡傍点原文。

晩同上曰、２２，４６頁｡

同上白、273-3既

⑪同上■、118頁。傍点原文。

大内『帝国＊■町（上)」東大出版、1985年、３Ｎ。
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という鹸理檎造といってよい。「３．５段階鯰」で
あるという指摘は■)、やはり的を射ているという
べきであろう。インフレ政策は、社会主残の側圧
による受勘的なものであり､亜i剛鍵・自由２１蟻i・

帝鬮主賎という一般的政策体系と同等祝できない
が、しかし経済体系の段階を表わしてはいる、そ
ういう解釈が前提となって大内国独資論は成り立っ

ていると思われる。第１次大戦以降の経済政策は

資本にとっては受動的なものであるという想定と、
経済体系に即して把握された段階像とが合成され

た帰結、それが政筑輪アプローチを援用した新段
階把蝋としての大内圏独資iMiなのである。それは、
社会主範の側座を受けながら腿開する「一国資本
班鶴的モデル｣《罰》の股定という性格を帯びざるを

の緒論であった。そうなると、段階規定はＵＳＡ
が典型国となる事態を組込めなくなる。それは段
階規定が、原理論の発想を軸に生産関係視点の理
念型に；|き付けすぎたからであり、生産力的側面
を注目しながら再検討すべきであると主張してい
るのが馬場宏二であるＩＪＩ)。岩田も主張するような
景気循環の世界性を考慮し、生産力的側面を捉え
る視点として不均等発展論の援用を試みることで、
USAを組込みかつ第１次大戦以降をも包摂する、
いわば段階論の延長を意図している。それは現代

資本主義論と段階規定との関連という問題、より
限定すると圃独資体制と金融資本との関述やその
性桁づけのlIlllMiiに集約されるといってよく、国独
資という体IMIや金融資本という溌本形態が、不況

えない。

に対する受身のものとして性格づけられてきたこ

大内は、宇野の「政節鯰』が、もっぱら対外政
筬のみ取り上げ内政への配慮が乏しいこと、「資
本がどのように労働力を包摂しているのか」の解
明が不十分なことを強調している(､)。これは有効
な主楓であると思われる。しかし大内は経済体系
に対して規定するのであるから、「労働力の包摂」
のしかたについての規定も、ある特定の代表的国

とが再検iiIされるのである。たとえばつぎの表現

における労使関係の特徴として描かれる。「純粋
資本主騒」に近似する傾向にあったとされてきた
自由主幾段階のイギリスでも、農民経営や手工業
や廉族共同体などの非資本王饗的外囲によって支
えられた未成)Wlな労働階級の存在を前提としてい
たことに注目する゜宇野の葡積論アプローチが予
備軍を前提としてはじめて立論できるものであっ
たことを、あらためて強調するかの感がある。し
かし大内は、状態描写へ向かうのであり、必ずし
も蓄積鵬アプローチの進展としては組み立てない
のである。蓄積鮠アプローチを展開しつつあった

にもかかわらず、特定国の労使関係の状態描写と
放るのは、経済体系に即して規定するその段階把

鑓の特質に由来すると思われる。

月1階輪は、第１次大戦以降に関しては展開する
ことはできないというのが政策鏑アプローチから

がそのことを象徴している。「金融資本の蓄積様
式の把握に当って税かるべきは、その安定性や停
滞や不況の長期化に限られない・・・不均等発展

は、それらと、大型好況ないし持続的高成長との

並存の結果としてしかあり得ないからである。諸
説（宇野・大内・岩田・戸原の主張を指す：引用
者）にはこの視角が欠けていはしなかったか｡｣煙）

しかし馬場は他方で政策論アプローチを積極的
に活用する(｡)。宇野段階論が「過渡に理念型論的」
であったと評価していることも考慮して推測する
と、理念型論を緩めれば、第１次大戦で段階規定
を閉じるべしという結論は政策論アプローチから

は出てこないとみなしていると思われる。現代的
局面における経済政策は社会主義の側圧による受
動的なものだとする想定への批判も込められてい
るように思われるが、経済政策の特質の変遷を戦
M]１０１以降の現代資本主養をも含めて跡づけること

で、従来の段階論と現代資本主義論の双方の橋渡
しを試みている。しかしながら、不均等発展論、
景気循環視点、生産力的基軸国の想定、理念型論
を緩めた政策論アプローチなどによって、段階論
がどのように再構築されるのかについての全体像

田ＤｌＨ域、１tのﾛﾛｺＥｉ:図新地百房、1981年、４，．
画ｈ函栄一｢｡86t■本主OB研究の■縮u､佐伯間9Q胆力刈日『マルクス
OIEr学の現1t的、、璽大luRR、1曲1鑑２延弱ＵＬ

画大内｢■京独占円本主81．破碇のUI翅6鴎の水白田、1983年、
節１館ｌＥａ

－４８－

ﾛロ馬咀宏二ｍl裕化と金駐nYzMミネルヴァ、1986年。
国同上色、l79pJo

UD瓜凹殴二「紐済政爾釣と現代Hf本主要剛、「社会科学研究』０１種
２冊（1989年)。
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Iざまだ不明である。とくに、段階論の主要カテゴ
リーがあまりに原理論的で生産関係偏向が強いと
しているが、それらをより具体的なカテゴリーに

な推測をすると、政策論アプローチに否定的だと

思われる。政策論アプローチは、部分的な資本主
義の段階的特徴を析出するための手法だから、

転化することの必要や方法についての見解、たと
えば宇野のようなプラン問題的椴想を踏襲するの
かどうかは、提起されていない。

｢混合資本主義の類型論」には政策論アプローチ

段階論と現代資本主義論との接続を展望するさ

かにして取り上げるかについては、明確でない。
おそらく原理論の視点から段階譲を展望するとい

いに、プラン問題的構想を踏襲したと思われるの

は要らないからである。代って提起されるアプロー
チは何か、つまり暗箱の中から多様な不純物をい

力K加藤栄一である｡加藤は、「資本主義の発展く構

うこと自体に、そもそも無理があるであろう。な

造＞を規定する要因」としてつぎの７つを挙げ、

ぜなら、原理論的分析は段階論を必要としないは

それぞれの要因の変化の複合構造において現実の
｢資本主襲発展史のパターン」を識別している(鋼)。
７つの構造規定要因とは、産業櫛造、産業組織、

ずであり、段階論を必要とするのは現状分析の側
だからである。

宇野段階論への疑問を提起したその他のいくつ

階級関係、統治機構、経済社会に対する国家の関
係、世界システムのあり方、支配的な社会理念で
ある。それは、歴史的経緯を多面的要因で整序す

かの論調を簡単にみておこう。いずれも金融資本

ることによって、諸カテゴリーを原理輪次元から

の典型規定を否定して、「産業独占の形成が株式

解き放つ試みの所産とみなすことができる。しか

会社形態によっておこなわれたところに、単なる

およびその段階規定上の含意についての疑問であ

る。まず森杲は、ドイツの事例に即した金融資本

しそこには、資本主義の段階と経済体系の段階と

銀行資本を越える金融資本の形成史があ」り、

世界システムの段階とが混在しているのであり、

それらは段階論的問題群をなすであろうというの

｢貨幣市場と資本市場との有機的連繋を基礎にす
る銀行の新しい役割こそが、・・・金融資本とい
う概念の根幹をなすというべきで｣、「金融資本概
念は、産業独占体の蓄積活動が・・・全社会的な
資金の運動機構の中で展開されることを表現する
もの」であるとして、「金融資本の最も一般的な
規定」を試みている(鱒)。その特徴は、独占資本と
金融資本とを別々に想定して、後者を増殖運動の
主体的担い手としてよりも、前者の産業資金調達
手段として位置づけようとする点にある。石見徹

が大まかな論旨である。具体的には、「経済人」
的でない活動主体（国家など)、取引当事者の不

は、宇野の言う「支配的産業」は基幹産業の相対
的比重として把握されるとしても、「支配的資本

均質性、自然資源の稀少性、インフラ整備、技術
の成立と普及、労働力形成、労働編成・労務管理

形態」の場合の支配性はそのようには把握できな
いとして、この概念のまぎらわしさを指摘してい

それは段階論というよりはむしろ世界経済(史）
論とみなしたほうがよいように思う。

山口重克は、「不純な資本主義としての混合資
本主義についての類型論」が段階論であるとみな

して、原理論の側から段階論を展望している(篭)。
｢社会的生産を市場経済的な原理だけで自立的に
編成することの無理」にまつわる問題群は、原理
論ではブラック・ボックスに入れられているが、

などが指摘されている。しかしながら、それは段

る､)。１９世紀終盤以降のドイツにおいて、小商品

階論に対する過大な委託であると思われるし、段

生産や小工業が資本主義的経営を次々に排出させ
る温床でもあったことを実証的に強調した柳澤治

階論を明快にするよりもますます難解なものにし

てしまうのではなかろうか。山口は、「混合資本
主義についての類型論」という表現からやや乱暴

は、宇野が帝国主義段階の金融資本的蓄積過程の
特徴として、一方では小商品生産や中小工業の残

mlmnI栄一「現代i且本主残の８２史的位相｣､「社会科学研究」４１毬１
号（1989年)。それを鴎■し、現代日本経済の世yVU麹I史上の位固づ
けを凶みたものとして、檀本碍朗「＜8通済発､,段階８９＞と日本旺済
史｣、『社会腿済史劉５８．１（1”2年)。
燭山口、克「段階蛸の圏瞳的必然憧I、山口HIlMIIII画、、r宝。

-４９－

(■森果「株式会狂制度」北大図§『刊行会、1噸年、137-8日。
139石兇倣「ドイツ恐慌史8A」有要閣、1985年、「序定｣。ただし、木

曾の木lib側分は景気綱珂における産藁辺Eu的過恩の畑使的径路の具
体的状況弛写であるが、序章での課囲殴定への応答として整理され
たIMI分はばく、全体のin旨は銃解しにくい。
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存を強調しておきながら、他方ではその在り方に
ついて積極的に分析する方向を示唆するよりも、
むしろ漠然とした過剰人口論に押し込め｢不WUU化」

の核心部分であると思われる。あとはそれをいか

論を誇張していると批判している“･アルプリッ
トンは、諸審級の接合のもとで種別化されるもの
として生産様式を把握できるという後述のアルチュ
セールの主張も援用しながら、フォーディズムを
金融資本の蓄菰様式に代わる新たな蓄積様式とみ
なすことで、第４段階＝コンシューマリズム段階
を措定すべきことを主張している(，,)。

そこに宇野自身の主張にも多様な論脈が交錯し他
の論者のさまざまな論評も提起されたのであった。
宇野自身による段階規定は、主として原理論的

なるアプローチによって把握し、どのようなカテ

ゴリーを使って叙述するかということになるが、

カテゴリーによって叙述されている。とくに原理

論における「資本形式」によって、段階論におけ

る支配的資本形態とその蓄積様式が特徴づけられ

ることが多く、そのことが段階規定を資本主蕊の
機構的特性として把握することを困難にしている。

Ⅳ、資本主義の段階的変化と経済体系の構
造的変化
宇野段階論の特質について、ここであらためて
整理しておこう。その第１の特徴は、資本主義の
段階規定であって、経済体系の段階規定をするも
のではないということである。必要最小限の産業
予備軍は存在するが、競争的な資本主護的事業単
位が広範に満通なく成立している経済体系を想定
し、そこにおいて経済原則が充足される在り方を
分析するのが、宇野のいう原理論である。具体的
固有名詞をもつある特定国の歴史具体的経済体系
において、そこで経済原則が充足される在り方を
分析するのは現状分析である。ところが、段階論
は分析対象として以上のいずれの経済体系をも措
定しないし、世界システムも対象とはしない。し
かし第２の特質として、段階論は、原理論の分析
と現状分析とを媒介するものでなければならない。
つまり、原理論が措定する経済体系と現状分析が
措定する経済体系とを比較対照させるための役割
を果たすものでなければならない。要するに段階
規定は、経済体系に対してではなく、資本主蔑的
活動が展開する機糟に即して与えられるが、しか
し同時にまたその段階規定は、非資本主鏡的活動

も含む経済体系における経済原則充足のあり方の
種差や変異を積極的に指示するものとして与えら
れねばならない。その２つの基本要件を満たすこ

とが段階論に要求されている、それが宇野段階論
園6,涌治『ドイツ中小プルツ■アジーの史B6l分折』砦波、1989年、
￣52SEL

QgAlbrittcn0R.、AJppqn⑧GAIDpmcclwoslgge5Q/ｍＰｉｗ６

生産を含まない資本形式のアナロジーとして、商
人資本と金融資本とが概念化されてるいが、しか
し具体的説明としてはすべて資本主義的生産を踏
まえた規定なのであり、おそらくＧ－Ｗ･･･生産･･･
Ｗ’一Ｇ’のみが抽象的形式としては妥当なので
ある。商人資本という概念で括ろうとしているの
は、実際には問屋制工業の運営機構なのであり、
金融資本という概念で括ろうとしているのも、少
なくとも典型規定としては、固定資本が巨大化し
た工場制工業の企業形態や産業組織として語られ
ていることがその軸心なのである。

段階規定が、抽象的な資本形式の問題というよ
りも、実際にはむしろ資本主義的生産の在り方の
問題だったとすれば、ここに素朴な疑問が生じる。
それは、生産様式の変化という視点を積極的に提
示することなく、このタームすらほとんど使わな
かったのは何故かということである。資本主蕊的

生産における生産様式の段階的相違、あるいは資
本主羨的生産における支配的生産様式の析出、こ
のような単純明解なアプローチがなぜ明示的に追
求されなかったのだろうか。おそらく、このター

ムの用法が従来あまりに無限定的であったから、
それを敬遠したかったという理由もあると思うが、
流通形態的定穣による資本形式を援用して段階論
のカテゴリーとしたことが最大の理由であろう。

宇野の場合、経済史研究の成果を参照しながら実
体のレベルでの特徴を示しながら、使用したカテ
ゴリーが形態論的に設定されたものであった。そ
のギャップは、プラン問題的構想にみられたよう

に、宇野自身においても意識されていたと思われ
る。そこで、論旨が混乱するかもしれない危険を

配DOwbpmGI18･Mncmillano1991.
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高良：「資本主義の段階性をめぐる緒論点について」

あえて冒して、生産様式という視点の可能性につ
いて考察しよう。
冒頭に記したように、マルクスの発展段階観の

要点は、「経済的社会構成」の発展段階が、アジ
ア的・古代的・封建的・近代ブルジョア的という

それぞれの生産様式は、経済原則（効率性原則）
充足という根本要件のみならず、法的・政治的・
イデオロギー的な諸審級（水準）の拘束を受けな

がら実現される生産諸要素の結合の在り方として、

４つの「生産様式」の類型で示されるというもの
である。これは、本人が「大ざっぱ」であると前

概念的に把握できるということであろうと思う。
たとえばつぎの表現はその傍証となろう。「一定
の生産様式における生産諸関係にたいする概念の

置きしているように、あくまで構想表明であった。

定義は必然的に、社会の相異なる水準全体やその

その前後の文脈からマルクスの真意を探るという

に捉えてはそもそも問題にならないから、生産様

固有の分節接合（すなわち効力）のタイプとに対
する概念の定義を経てもたらされる｡｣伯）
生産は、経済原則充足要件と諸審級の拘束を受
けながら、生産諸要素の結合の仕方としては多様
な種別的様式をとりうるということ、それがアル
チニセールの主張の含意である。それを、資本主
義的な生産も非資本主義的な生産も含めて、多様
な生産様式が複合的に共存する経済体系という構

式はより多様であると想定せねばならない。つま

造把握へ援用したのが、「接合論」であった卿。

り４大類型論からこの概念を解き放たねばならな

他方で、資本主義的生産にかぎって、生産の様式
の種別的多椴性のみならず、諸様式のあいだに一

やり方はここでは採らない。経済的社会轤成(体）
を、本稿でいう経済体系に相当するとみなして、

経済体系の段階が生産様式の類型で示されるとい
うことの含意を、資本主義の段階を生産様式の類
型で示しうる可能性として応用する。その場合、
生産様式は人類史上４つの類型しかないと固定的

い。１つの手がかりは、労働者と生産手段との結
合が実現される特殊な仕方が経済的時代を区別す
るというマルクスの言明であり(⑪、この言明に執

定の段階性を見出した、あるいは少なくともフォー
ディズム的様式とそれ以前の様式との差異を見出

着して生産様式の含意を豊かにしたアルチュセー

したのが、おそらくレギュラシオン・アプローチ

ルを参考にしよう。

であると思われる(側)。諸審級という哲学めいたカ
テゴリーに代わって、資本主義的ではあるが多数
のレギュレーターの相互作用で種別化される生産

アルチュセールは、マルクスの先の言明を踏襲

して、生産諸関係が労働過程の物質的・技術的諸
条件と結合する特殊な仕方において生産様式が把
握されうるとみなす(4,．生産の人的・物的諸要素
が結合されるその仕方という場合、結合のさいの

人的担い手たちが経済人なのではないこと、経済
人の個人主義的行動戦略の結果として結合が成立
するのではないことが強調される。つまり、上部
構造的諸要素からの拘束を受ける生産諸関係が、
労働過程の物質的・技術的諸条件と結合する社会
的過程として、生産諸要素の結合が実現される。

を、労使関係制度と産業組織の在り方を軸に把握
しようとしているように思う⑥。以上の論調と必
ずしも同系統の流れには属さないかもしれないが、
労働過程の社会的機構と労働市場の社会的機構と

によって「蓄積の社会的構造」を特徴づけ、その

継起的段階の類型を描く試みもい、資本主曇的生
産が多様な様式のもとで展開することを強調して
いるといってよい。それらは資本主装の段階かそ
れとも経済体系の段階かについて必ずしも区別し

ＭＵＬ・アルチュセール｢『Br木陰」の対BU、アルテュセール&バリパー

応1M分析を肢みたものとして、Ａ･リピニッツ「奇跡と幻醇」（若森
歳牢ほか服、Ｗｆ肝曲、１面年)、Ｃオミナミ『鯏三世界のレギュラ

ル（相車ほか限）「資本笛を暁tJ」合同出版、1974年、銅２部旧。

シオンERB､」（奥村和久ＤＫ大村毎店、1991年）がある。しかし牡瀕

㈹「斑本凶」節２祖（大月全SE牌4巻)、イ6頁。

囮同上古、257頁⑥

ら、キーワードに一定の共通性があるとはいえ、理２６桾図は雑多で

四鰯牛函樺式接合をめぐる猶沿については、本多、古「資本主装

あるように思う。本WUでは、このアプローチとしてばアグリエヴタ

と㈱UlH皿（政UTlnh6H6P』新HF8S、1992年、６，８，９騒およ圦

の田圃のみで代固させることにする｡

FostBT-Cn｢OeroA･oThGModGsofPmducMDnConlrovcm6y。

田Ｍ･アグリエヲタ、若■協亙＊ほか沢『資本主侯のレギュラレオ

」V臼ｐＬｑ/ＵｎＧＵｉ０四No.1070Jan.-F｡b、1978．

ソ理蜘」大村ロ店、1989年。
旧ＤＭ・ゴードンほか、河村百二Iｴか服「アメリカ資本主住と労鯏

畑このアプローチについては、普及・啓盟毎として、Ｒ･ボワイエ

「レギュラツオンEM8n｣（山田B2夫択、析肝鯛、1989年)、山田鋭夫
ルギュラシオン・アプローチ」（麟原俗店、1991年）がある。虫だ

-５１－

〕11祥腿inIWIH社、】990年。
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ようとしていないが、宇野の論脈に対応させてい
えば、おそらくいずれも蓄積論アプローチに相当
するであろう。

本稿では生産様式として把握可能な類型につい
て具体的に論じる必要はない。要は、資本主義的
生産と非資本主譲的生産とを分けたとして、資本
主襲的生産にも多様な生産様式がありうるという
ことなのである。宇野は概念化するとき形態輪へ

集約させたが、その内容の説明の部分のみをみれ
ば、生産様式視点が入っていたと解釈することも

できる。生産様式視点も、実際には宇野の資本主
義段階規定に一定程度寄与したのである。おそら
く段階論的問題領域としては、生産様式は資本主
義的生産についてのみ、とくにその支配的な様式
の移り変わりについて規定されればよい。非資本
主竣的生産についてまで生産様式を考慮するのは、
現状分析に属するであろう。よって、資本主義的
部門とそれ以外の部門、そして前者における主要
な生産様式、とりあえずはそういう構図になる。
そしてつぎの問題は、非資本主蕊的部門として何
をどの程度考慮するかということになろう。非資

本主義的部門を完全に無視すると媒介栂図が不明

位から樹成され、後者が「緩い効率性原則」の充
足をめざす経済活動単位で構成される、というこ
とにあろう。緩い効率性原則で営まれる部門の比

重が高ければ､経済法則による表式的原則の処理
は困難になる。また、緩い効率性原則の部門とい
う場合でも、小商品生産の場合のように商品化形
態のもとでその充足が図られろ（所得動機）部門
と、そうでない非商品生産部門とに分かれよう･
後者の比重が高ければ、法則的原則処理は不可能
になるであろう。不純な部門ということの基本的
な意味は、経済体系の原則を法則的に処理するう
えでの障害となる部門ということである。
所得動機の経済活動単位にとっては所得をもた
らす労働が生産的労働であり、利潤動機の経済活
動単位にとっては利潤をもたらす労働が生産的労
働である。いわゆる商人資本に統括された資本主
護的生産である問屋制家内工業は、手工業ギルド
の統制規律が弛緩しかつそのことを国家的政策が
追認しているという条件のもとで発達するが(`')、
それは所得動機をより身におびた世帯の農村部で
の台頭をも条件としている､a)。それは労働力商品

化を必要としていない資本主義的生産であり、農

確になるからである。

村部の各世帯にとっての生産的労働が商人資本に

原理論も、最低限の「不純」な部門として産業
予備軍を必要とした。段階論は不純な要素を考慮
するものだというとき、産業予備軍や相対的過剰

とっての生産的労働にもなりうるときに成立する。
ただしその労働は、商品化労働力による労働では

人口という象徴的表現に一括された部門について

なる。家内奉公人の労働は商品生産のための労働
ではない場合が多いが、しかし労働力商品rI上によっ

考慮するということになろう。宇野の場合は、そ

の反省的言明があったとはいえ、資本構成高度化
を論拠に、資本主義的部門が不純な部門の存続・
拡大と両立するという程度の考慮であった。その
意味では、原理鵠で暗箱に入れられたとされる不
純な部門は、宇野の段階規定においてもいぜんと

して暗箱に放圏されているといってよいかもしれ

ない。しかし、資本主義的部門と「不純」な部門
という区別の１つの根拠は、前者が「厳しい効率
性原則」の充足をめざす(利潤動機）経済活動単

ない。そのことは家内奉公人と比較すると明瞭に

て供給される労働ではある。そのかぎりでは、か

りに資本主義的生産が皆無であっても、労働力商
品化は進行しうるのである卿。それに対して、家
内工業従事者の労働は、労働力商品化を伴わない
商品生産労働である。そのことは、かりに労働力
商品化現象が皆無であっても、資本主義的生産が
発違しうるということである。そして商人資本的
蓄積というとき、それは貨幣所得獲得を志向する
世帯の増大を前提しているが、それは同時に労働

㈱Ｑアンウイン、■ﾛ微ＵＷギルIpの解体過程」岩波、1980年･
坂GQiWrイギリス･ギルドＭＩ埴史の研麺有斐閣、】螂礪
咽そのような世帯９９性を趣日することがプロトエ粟化仮睨の力点の
１つであったと思われる゜Ｐ・メンデルスＩｆか、播塚侭＆12かⅨ
「西日h近代と民付工ＨＵオヒ大図谷荊貯金、1991年｡安U5I日吉ほか「プ
ロトエ室ｲﾋ期の姪済と社§則日本怪DHpi凹杜、1983鴇
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燭日本における労働ﾌﾟﾉ岡品化の歴史的U《呪についてlま､市川平正ほか

「脚ill社会仰E体）､のnHIw労創刊w木轡店、】961年。および＄(英正『届
FIIの歴史」弘文苫1,1977年。イギリスでのHlmBU係法が主従注とし
て生hE・発迫したものであることについては、夜Ru資『凪用､U係の
幽戊」木仰社、1988年｡
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力の非商品化に立脚して展開するということでも

ある。問屋制家内工業を組織して展開する資本蓄

積過程を、原理論的カテゴリーで絶対的余剰価値
生産になぞらえることは、そのような機構的特性
をあいまいにしてしまう。

が不純化の指標であるとすると、たしかにイギリ
スが高くてドイツ・フランスが低迷するという対
照的傾向が戦間期まで存在したことは、歴史統計
によって確認できる(帥。そして、自由主蕊段階に
おける純粋化傾向に対して、主要な生産．蓄積様
式が変化したことによって、帝国主義段階へ転換

工場制工業の運営にもとづく資本蓄積は、問屋
制家内エ業にもとづく資本蓄積の場合とは異なり、
労働力商品化を前提とする。その労働力提供者は

特性であるかのように強調したのが、「帝国宇鐘

経済人ではなく、所得動機の活動単位である世帯
に属し、世帯の戦略の一環を構成する労働力販売

段階」論であった。しかしながら麗用者比率は、
第２次大戦後にほとんどの先進国と多くの途１－９国

である。それゆえ資本主義的生産の遂行単位にとっ

ては、商品化労働力による協業遂行の場において、

で上昇してきたのであり(国)、その比率を指標とす
るかぎり世界的な純粋化へ向けた「再逆転」が起

所得動機の労働力提供者を利潤動機に包摂するこ
とが、追求すべき課題となろう。投入労働力がそ

こったともいえる。その点をも段階論で考慮する
とすれば、馬場のいうように生産力視点を取込む

の購入コストに比して生産性を十分に発揮して
｢生産的労働」となることが、厳しい効率性原則

列的にはトレンドを描かないとしても、１人当た

を充足する要件になるのであり、そして投入労働

りGDPに対してはトレンドを描くからである(”。

するなかで不純化傾向へ逆転したことを不可逆的

ことが必要となろう。諸国の雇用者比率は、時系

力をより生産的な労働として実現する方式の模索

そして、第２次大戦後の同比率の上昇が世界的な

のなかに、資本主義的生産の労働過程が変化して

現象であることは、資本主義的生産における支配

いく契機もあるであろう(”。そして、流通形態的

的な生産・蓄積様式がさらに変化したこと、およ

原理による増殖運動の担い手である資本家が、投

びその新たな様式が一定程度普及していったこと

入労働力をより生産的に消費する方式の模索は、
諸審級の拘束のなかであるいは諸レギュレーター

の反映であると推測することもできよう。

の調整のもとで展開される、ということになろう。

工場制工業にもとづく資本蓄積といっても、それ
は種別化された生産・蓄積様式としては多様であ
りうることになる。

従来の宇野的議論においては、社会の生産関係
が資本・賃労働関係に一元化していく過程が「純
粋化」と称された。それは工場制工業にもとづく
資本主義的生産の発達とともに労働力商品化が進
行し、労働力人口に占める雇用労働者の比重（雇
用者比率）が上昇することを指しているとみてよ
い。同比率の上昇が不純な部門の縮小であるとい
うとき、世帯が物的生産のための単位ではなく労
働力再生産のためのみの単位に転じていくことで
ある。その比率の上昇が純粋化の指標でその低迷

世界史的段階ごとに資本主羨的生産における支
配的・代表的生産様式が成立するとして、各国の
資本主義的部門がその波及を受け支配的様式の獲
得を余儀なくされるとすれば、収飲とまではいか
ないとしても、各国の資本主義的部門は類似性を
もつように方向づけられるとみなさねばならない。
段階論の媒介機能の面に関して、それが考慮され
ねばならない１つの問題であろう。しかし、資本
主羨的部門には普遍化メカニズムが作用するとし
ても、経済体系までをもそれが包摂するとはかぎ
らないということが、考慮さるべきもう１つの問
題である。つまり、資本主鏡の段階のそれぞれに
おいて、諸国の資本主義的部門にとってある特定

国（生産力的基軸国）で台頭してくる支配的生産
様式の世界的主導性がどの程度かという問題と、

画その点については「取;IIT用」アプローチにもとづく立鈴が参汀
になる⑨WiIliam5onoQE･ＯＴｈｅｏｒｇａｎＤｉｍｔｉｏｎｏｆｗｏｒｋ０ｉｎＬ･

PutlolPman（@｡.)。ThgEcunomjeⅣp41u殉｡ﾉthdFim9ARend、
ｅｎＣａｍｂｒｉｄＢｑＵＰ.、1986.

15ＨＰ・ブローラ橿、竹岡厳H1睦沢「ヨーロッパ歴史域叶：国家・経
済・社会（下)」原白田、1987年、７寂。

国ＩＩＬｑ７ｿbGPmmOOjonqノＳＦ(fempIOymm8，1990.において、

-５３－

近ＩＦの蝿1M可Ni虹データを整理して、途上脇田の自営典者と家族従
梁省の比、が示されている。その残余がmlW者｣tJI8であるから、そ
れは131比ﾒﾎlの椎I+としても参照できる。

国遡妓的lnjIl曲側になることが以下の研究で示されている。梅村又
次『貨金・胴'11・mlHu大呼l堂、1961年、３章。LOcaH幻､．』･ｎｎｄ
Ｄ･GETmidi5oEconomicD巴TeIopnnGntandthoWng■Ｓｈ曰min
NnlionDIIncomcohWmd8donα(Lcbou「尺｡u'iBu几Mnyl975．
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各国の経済体系にとってその－部である当該国の
資本主羨的部門の社会的主導性はどの程度かとい
う問題とが、相互に関連づけられねばならない。
媒介論でもあるためには、段階論はそのようない
わば経済体系分析の構図によって拘束されるもの
とならねばならないであろう。歴史具体的経済体
系の分析が段階論を必要とするのであって、その
逆ではないからである。

経済体系にとっての資本主義の主導性を考慮す
る梢図が必要であるということは、蓄積論アプロー
チによる段階把握に、生産様式視点のみでなく原
蓄視点をも加味すべきことを主張することになる。
さらに論旨が混乱するかもしれない危険も冒して、
原蓄視点の可能性についても検討しよう。
まず、原蓄過程ということが何を指しているの

かを明確にしておかねばならない。マルクスを踏
襲すれば、原蓄過程とは、①資本主義的生産に必
要な資金とその運用者が資本主義的生産活動以外

の活動領域で準備される過程と、②非資本主義的
部門の労働力が当該社会内の資本主蔑的生産に必
要な労働力へとシフトしていく過程との、二重の
過程である脚。資金と運用者の成立を資本主嚢的
生産の必要条件とし、労働力の当該社会内からの
確保を資本主義的生産の十分条件としよう。資本
主義の段階に応じて生産様式や蓄蔵様式が異なる
のと同様に、資本主蔑の段階に応じて原蓄過程の
パターンが異なるということになるが、それは必
要条件の成立過程における変化と十分条件の成立
過程における変化という二重の変化で把握さるべ
きものであろう。ただ、宇野はもっぱら十分条件

の成立過程に関して原蓄過程を扱った。原蓄過程
力親状分析の問題領域とみなされた１つの理由は
そこにあると思われる。しかし必要条件形成過程
にも目を向けると、原蓄過程は段階論的問題を多
分に含まざるをえばいのである。

ろのである。たとえば「産業資本による蓄積」と

同列に「産業資本による原蓄」という表現を用い
るのは、その意味で混乱のもとになりうる。前者
は資本主襲的活動単位によって展開される過程で
あるが、後者の原蓄は経済体系における過程だか
ら、主体行動論的表現は後者の場合にはそぐわな

いのである。「商人資本による蓄積」は、問屋制
家内工業の統括経営にもとづくから、貨幣所得の

獲得を志向する世帯の労働力に依拠する。そのよ
うな蓄積がより顕著に普及していく端緒的過程を
経済体系の次元からみれば、一方では家内工業の
統括運営以外の分野で資金とその運用者が準備さ

れると過程と、他方では工業的賃仕事での貨幣所
得Mii得を志向する世帯が増大する過程、という二
重の過程が進行することになろう。それが、資本
主義的部門での主要な生産・蓄積様式が「商人資
本」的である場合の、経済体系における原蓄過程
である。

他方、「産業資本による蓄積」は、工場制工業
の経営にもとづき、世帯外での労働過程へ労働力
を販売する世帯の出現を前提する。産業資本的蓄
積がより顕著に普及していく端緒的過程を経済体
系の次元からみれば、工場経営以外の分野で資金
とその運用者が準備される過程と、労働力販売者
を排出する世帯が増大する過程、という二重の過
程の進行である。それが、資本主義的部門におけ

る主要な生産・蓄積様式が「産業資本」的である
場合の、経済体系次元の原蓄過程ということにな
ろう。金融資本の場合は、これは概念として確定
し難いから、ごく簡単に重工業大経営にもとづく
資本蓄積としておこう。そのような資本蓄積がよ
り顕著に普及していく端緒的過程を経済体系の次

元からみれば、重工業大経営以外の分野で必要な
資金とその運用者が準備される過程と、童工輩大

原蓄過程が経済体系の次元で展開する過程であ

経営を成立せしめるに必要な労働力販売者を排出
する世帯が増大する過程との、二重の過程の進行

過程は、基本的に個別的事業組織の増殖運動過程
を投影させて捉えられる資本主義的部門の蓄積過
程とは、過程力繼行する社会的機櫛の次元が異な

宇野が、「資本主義の世界史的段階」をある１
国の段階継起でもあるかのように転用したとき、
それは原蓄論的文脈においてであった。それをこ

ることは常に留意されねばならない。つまり原蓄

“Ｋ、マルクス「資本勘」廟1巻（大月全』nHE23勘別典

ということになる。

こでの輪点で再規定すると、資本主嚢的生産が微
弱であった経済体系においては、短期間で原蓄パ

－５４－

高良：「資本主銭の段階性をめぐる諸鎗点について」

ターンの諸相が推移するか、あるいは同時期に諸

相が複合して展開する場合がある、ということに
なろう。

原蓄過程の梢図を以上のように理解するにさい
しては、２つの但し書きをしておかねばならない。
１つは、原蓄過程において暴力が重要な要因であっ
たという事実を否定しているわけではないことで

ある。段階論的問題としての経済的過程を鮮明に
するために、暴力の要因を保留したにすぎない。
たとえば商人資本的蓄積の発達が顕著であったイ
ギリス的原蓄過程を、他の国のケースと比較して
その特質を捉えるには、暴力の要因よりも所得動
機の世帯の広範な台頭に注目するほうが、経済体
系の変化に関連づけやすいであろう(蟹)。もう１つ
は、以上の樹図は人口成長を捨象していることで
ある。十分条件の側面からみた原蓄過程は、一般
的には非資本主譲的部門から資本主襲的部門への

労働力のシフト、特殊段階的には、代表的生産・
蓄積様式で営まれる資本主義的生産の領域へのそ

れ以外の領域からの労働力シフトである、と本稿
では想定している。それは非労働力人口の労働市
場への参入の問題とは区別さるべきであろう。た
とえば「人口爆発」によって過剰人口が顕著にな

り農村離脱人口が増大する場合、本来非労働力人

口であるはずの部分の労働市場参入が増大するが、
それが原蓄問題とどの程度関連するかということ
がある。その問題は本稿の検討範囲を越える。
マルクスの原蓄論が描いたのは、問屋制家内工

業という先行条件のもとで産業資本的蓄積が展開
するなかでの、経済体系の原蓄過程であった。産
業資本的蓄積のための資金とその運用者は、手工
業領域でも商業領域でも問屋制工業の領域でも準

備された、というのがおそらくマルクスの設定で
ある。手工業者と家内工業従事者による準備過程
を、マルクスは「真の道」と称して他の勢力によ

る準備過程と区別したが“、それが後に移行鎗争
をもたらし、原蓄問題は移行問題と結合している
かのどと<扱われることになった。しかしマルク

ス的原蓄過程はあくまで原蓄過程の様相の１つで
ある、と捉えねばならない。原蓄論は、資本主義
的生産が普及していくさいの過程分析をするため
の基準ないし楢図なのであって、マルクスの４大
生産様式類型を前提した発展段階観における「移
行期」のみの問題ではないはずである。それゆえ、
資本主蕊的生産の生産様式が多様であるとして４
大類型論から生産様式概念を分離したように、原

蓄論を移行論から分離せねばならない。原蓄論と
は、「近代ブルジョア的」段階成立史論と同じで
はないのであり、原蓄過程はブルジョア革命の有

無や程度とは問題の次元が異なるのである(､。そ
して、原蓄論を移行論から分離してその基準分析
としての応用可能性を広げることが、資本主蔑段
階論の課題となるであろうこと、ここで強調した
いのはそのことである。

V・鯖語

とりあえずのアプローチとしては、政策論アプ
ローチには意義があった。「とりあえず」という

留保は、宇野自身がプラン問題的構想によって暗
示したことでもある。資本主義的部門の段階的特
性は、いまや「とりあえず」のアプローチを超え
て、生産様式視点と原蓄視点とを加味した蓄積論
アプローチを軸に把握さるべきであり、媒介とし
ての役割を明確にする方向で再構成されねばなら
ないと思われる。ただ、媒介という場合、原理論

的分析と現状分析という区分を柔軟に受け止める
必要があろう。自己完結的理論体系としての原理
論と、無限に具体的な現状分析という区分を硬直
的に想定する必要はない。歴史具体的事実の検証

国工典的jR労働者層の強鯛朕】創出ではなく、gU3gに存在する賃労働
老化可INiな労働除助をいかに厘村・圏藁に拘束するかが、イギリス

の労働政旗の特TIであったことについては、岡田与好「イギリス初
Ｒ腕)側立法の歴史的､IFO（恥補版)」日､副iの水宿厨、1970年。戎尤、
所付・生団・ｉｎ費が家麟を基礎とする封RZ的'1,贋から、個佃密禰・
良子相碗・技家族世WInI週・奉公人制を特敏とするＨ東への転換邸、

13世紀にはすでにかなり進行していたから、マルクス的恕力原番仮
硯もウニーバー的プロテスタント仮覗も所19動機的世柵の成立を鋭
明でＳぱいことを実征的に主張したものとして、Ａ､マクブアーレン、

－５５－

酒111判火択「イギリス個人主袋の起麺」リプロポート、1990年。ま
たⅨ越して参liWさるべきものとして、そのもったいぶった目回しに
はいささかfn口させられる力[、Ｐ･ラスレフト．川北はばか眠「われ
ら災いし世界」三個曾厨、1986年、が有益である。
田Ｋ，マルクス『Ｒ本凹第３巻（全jHHi濁圏）２０，．

１５、その点についての有益な臣蛤としてつぎのものを参照゜大谷珀郎
『臘史の勘H1」刀水轡屑、1986年。および､０．イリーほか、通田宰
gMM『現代歴史叙ｉｆの綱舌」タl洋書厨、1983年。’
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手続きに拘束されることなく論理整合性を追求し
うる抽象化仮定の程度の強い経済体系の分析と、
諸審級が各種の社会的機構のあり方を複雑に規定
しているところの実在の経済体系の分析という区

分として設定すれば十分である。段階論は、その
両経済体系分析の媒介をすればよいのであるから、
抽象度は問題にならないであろう。段階論と現状
分析との違いは、抽象度の違いではなく、資本主
護的部門の機構的特性を把握するか経済体系の分
析をするかの違いであるから、段階論の叙述が具
体的であってもいっこうにかまわないはずなので

便であれ、工業化過程が進行する経済体系の分析
にとって段階論の有効性はどのようなものか、と
いうのが本稿のそもそもの問題設定だからである。

とりわけ、第２次大戦後の新興独立諸国が、様々
な具体相をもちつつ現代的工業化過程を歩んでき
たことをどう捉えるか、本稿はその検討作業の一
環である。段階規程は戦間期前で閉じるしかなく、
後は各国別の経済体系分析と世界システム分析と

を複合させた「現代資本主義論」の問題であると

あろう。

いう宇野や大内の判断は、原蓄過程を経験する国
はもう現われないことを暗黙の前提にしていたと
思われる。資本主義的部門がしだいに主導的部門
になりながら経済体系の構造変化をもたらすとい

資本主義それ自体は普遍的（形態的）運動原理
にもとづく。資本主義的部門は多様に種別化され

介としての段階規程を戦聞期以降に延長してまで

あり、理念型論的抽象化に固執する必要もないで

た生産様式のもとで成立しうるが、しかしこの部
門自体は「段階」的変化が問題になるのであって、
絶・不純は問題にはなりえない。純粋化・不純化
というのは、経済体系に対して与えられる状態特
性であって、資本主義の特性ではないのである。
そして絶･不純という表現それ自体も、具体的現
象を指示する概念ではありえないし、そもそも経
済学的タームにはなりえない。宇野にとっては、

う事態がもはや出現しないとすれば、たしかに媒

追求する必要はなくなるであろう。逆に言えば、
原蓄過程として把握すべき経済体系の構造変化が、
現代的工業化過程のなかで多様に進行していると
すれば、段階規定は戦間期以降にも必要不可欠と
いうことになる。その意味では、戦間期前で段階
規定を閉じるべきだという主張は、現実の事態の
進行によってその論拠が否定されたといってよい
のではなかろうか。

それもまた当面の必要悪としての「とりあえず」
の表現であったろう。それをいつまでも保持する
必要はないはずであり、より有効な表現で捉え直
すべきである。そのためには、資本主溌的部門と

それ以外の部門、とくに小商品生産部門と非商品
生産部門とを想定した複合的多部門構図を設定す
る必要があると思われる。それは経済体系の構図
であって、段階論の問題領域をはみ出るであろう
が、その構図がある程度明示されないかぎり、段
階論による媒介の焦点は定まらない。段階論は単

独ではその媒介の焦点を特定化する内在的論理を
もたないといってもよい(SOD・

本稿の主張は、先進資本主義経済とか高度資本
主義経済とか称される経済体系の分析にとっては、
必ずしも有効ではないかもしれない。急であれ緩
園とくに政f噸bアプローチによる理念型鰯に引きつけるかぎり、段
NBB力それ自体から鯛点を特定化しようとしても、結局特定できぽい
ごとはつぎの座EH会に表れている。戸､血､即ほか「宇野理笛の成果

と今後の狙囲･第２師段階繭｣､「怪済学批判（EEE＃増刊号)」1977年ｂ
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