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荷なき自我」としての人間を有機的社会に埋め戻すべき

本稿は、宇野弘蔵が価値形態論に欲望を導入したこと

だという「規範的」な態度を胚胎している。問題は、経

の意義を、その可能性を含めて検討することを目的とし

済主体を「主体」としてとらえるということは、
「負荷な

ている。青木孝平は『コミュニタリアニズム――家族・

き自我」を必ずしも意味しないということである。
「主体」

私的所有・国家の社会哲学』において、マルクスのテキ

とは、他者（他我とモノ）を介することでそれ自身にな

スト解釈から「商品占有者」と「商品所有者」の区別を

りうるのであり、青木の議論はこの点を理解してはいる

し、前者が後者に展開する過程（生成論ではなく、構造

が（商品占有者という「主体」以前の主体を前提してい

論的理解において）が価値形態論の課題であるという。

るので）、経済主体の「主体」性は、商品－貨幣世界が成

『資本論』における「主体」概念は、
「コミュニタリアニ

立した時点での「主体（近代的自我）」とは異質の主体性

ズム」的にとらえるべきであり、
「リベラリズム」的側面

を基礎としている点を見落としているのである 3 。それは、

を有したマルクスの主体概念を否定し、
「人間主義的で主

青木の「超越論的主観性」に対する誤解や、価値形態論

観主義的」理解ではなく、
「今日の社会哲学における関係

における形態の「偶然性」解釈の問題に起因すると思わ

主義や構造理論の知見」に耐えうるものとして人間や所

れる。

有というカテゴリーをとらえなおすべきであるとの主張

1 新田滋「交換過程と価値形態」で、青木の議論は「私的所有
者」の発生論ではないのか、という批判をしている。青木孝平
「コミュニタリアニズムとしての宇野理論」にてあくまで「主
体への構造的規定性」を説いていると反批判している。この点
について後に検討する。
2通俗的な疎外論のような、透明な人間関係を想定して、そこか
ら現実を批判する規範的なものではなく、人間が「主体」へと
変容する分析としての疎外論認識といえる。
3 本稿では、近・現代における人間の「主体」性は、貨幣所有
者でありうる、というのが根源的な規定性であると考えている。
青木の指摘する「負荷なき自我」は人間の否定的在り方となっ
ているが、本稿は、
「自由」としての人間の実存であると考える。

をしている。
青木は、宇野の方法を人間主体の行動による機構編成
論として解釈した方向性を、マルクスにおける「価値形
態」から「交換過程」への後退として批判し、商品所有
者という「主体のイデオロギー」をつくりだすプロセス
の解明こそが価値形態論のプロブレマティクであるとい

1

宇野が欲望を価値形態論に導入した意義は、青木の支

前提せずに商品交換による結果として、「初めて商品の

持する構造主義的・関係主義的理解の限界を超えること

『所有主体』が設定されている」ことが重要であるとさ

にあるということ、さらに、青木による主体の「主体」

れている 9 。
そして、この交換過程論の解釈から、次のような「主

化という論理の可能性を追究すること、これらが本稿の
課題である 4 。

体」理解を示す。

では、本論に入りたい。
「交換過程論」のテキストでは商品交換の担い手として、
あらかじめ「商品の番人」が置かれているようにもみえる。

第 1 節「商品占有者」と「商品所有者」

しかし注意深く見てみると、まず第一に、この商品の番人

この節では、「商品占有者」と「商品所有者」を、『コ

は、偶然的で気まぐれな言わばその存在根拠をもたない「商

ミュニタリアニズムへ――家族・私的所有・国家の社会

品の代表者」としてWarenbesitzerというカテゴリーによっ

哲学』
（以下、
『コミュ』と略記 5 ）では、どのような論拠

て把握されており、あらかじめ特定の実体的な主体が前提

で概念分けしているかを整理する。

とされているわけではない。第二に、そこになんらかの「共
通な一つの意思行為」が可能になることを媒介にして、初
めて抽象的で同型の「主体」なるものの導き出されるとい

『資本論』の商品論において、
「商品の担い手としての

うコンテキストに注意せねばならない。こうして構成され

人間は、抽象的人間労働の体化を根拠にして均質化され

た「主体」がまさにPrivateigentümerというカテゴリーで

同型化された商品の人格的表現として登場し、抽象的で

ある。したがってそれはイデオロギー的には、商品の代表

普遍的な『人間』すなわち『主体』の地位を与えられ」

者であるBesitzerが互いに相手を承認し合うことによって

ており、せっかく「商品の集積」として資本主義社会を

成立する意思関係という法規範的形態においてあらわれる

みながら、結局「“人間の集合”にそのまま等置してしま

のである 10 。

っている」6 と『コミュ』では指摘されている。第一章「商
ここから『コミュ』では占有と所有の諸学説が検討さ

品」で、価値実体と商品の物神性を説いてしまったため、

れて行くのだが、結論としては、Warenbesitzer が商品

第二章「交換過程」は「人間労働量を等値する商品の交

占有者、Privateigentümer は私的所有者と整理されるこ

換関係をたんに“人間語”に翻訳し」なおされたものす

とになる。

ぎず、
「主体としての人間があらかじめ自存的に同定され、

この区別は、
「マルクスのいう私的所有は社会的認知に

しかるのちにこの『主体』が契約によって社会関係に入

よって規範的正当性すなわち物神性を付与された観念で

るものとされる」 7 。

あり、すでに通常の法学的な所有権の定義があてはまる」

しかしながら、マルクスの交換過程論には、
「商品交換

のに対して、商品占有は、商品が自己の支配下にありつ

は、共同体の果てるところで、共同体が他の共同体また

つ自分にとって使用価値でなく、他者の支配にある使用

はそのメンバーと接触する地点で始まる」8 という文言が

価値物を正当に獲得するためには自分の支配している物

あり、
「商品の交換に対してあらかじめ商品所有者という

を譲渡せざるをえないものである 11 、という状態を指す

主体が前提されているわけではな」く、「『互いに他者で

ためになされたものである。

あるという関係』さえあれば商品交換は存在しうるので

以上が、
「商品占有者」と「商品所有者」の区別とその

あり、この商品経済そのものの構造の中から『第三の商

根拠である。本稿で考察を加える論点は、歴史的な解釈

品種』としての貨幣が生み出される」といった、
「歴史的

としての占有と所有の区別の正当性ではない 12 。さらに、

事実の跡づけにとどまって」はいるが、
「特定の主体」を

交換過程論における占有と所有の区別の意義と、その展
開の不十分さの指摘が、本来、価値形態論こそが「所有」

4 欲望論を通じて、経済「主体」を実存論的な観点から理解し
て行く態度ともいえよう。
5本稿は、第 3 章「マルクス商品所有論の再審」を取り上げる。
6 『コミュ』,第 3 章,p216.
7 『コミュ』,第 3 章,p.217
8 『資本論』
、

『コミュ』,第 3 章,pp.220-221.
『コミュ』,第 3 章,p.222.
11 『コミュ』,第 3 章,pp.232-233.
12 新田、前掲論文、参照。
9

10

2

という規範的イデオロギーが構成される場であるという

な地位しか与えられていない」14 、という。その意味で、

解釈でもない。価値形態論における前提としての占有が

宇野がマルクスの交換過程論からそのまま商品所有者を

なぜ非「主体的」なのか、そして価値形態論によって展

取り入れたのは誤りであるとされる。

開された後（貨幣形態の導出）の主体だけが「主体」な
まさに商品占有者（Warenbesitzer）は、いかなる意味にお

のか、である。

いても商品の交換・流通の契機をなすものではない。逆に、

また、主体を二様に分けることを本稿は支持するもの

この本源的な持ち手にまったく無関心で彼岸的なまま、ゆ
いいつ商品交換ないし流通という関係それ自体が私的所有

だが、価値形態論に「主体」的でない主体としての商品

者（Privateigentümer）という「主体」を設定していくべ

占有者を導入することで、価値が、主体を超越するもの

きであろう。すなわち商品経済的連関が所有を構成するの
であって、けっしてその逆ではありえないのである 15 。

でありつつ、主体の行為（他者との関係行為を含む）に
よって生成するという観点を失ってしまうということが

ここに青木の方法が如実に表れている。
「主体」の外部

問題としてあげられる。

に関係を設定し、関係が「主体」を形成する（発生論で

節を改めて検討する。

はないが）としている点で、まさに青木が採る関係主義
的・構造論的理解である。
「価値形態論は、相対的価値形

第 2 節 宇野「価値形態論」と人間語

態と投下形態の両商品の差異性と非対称性、換言すれば

前節での第一の問題について。これについては『コミ

価値と使用価値が両項に分離される同質的関係性こそが

ュ』における宇野の価値形態論解釈から考察してみたい。

最も重要なテーマ」であり、所有者の導入は「関係構造
それ自体の理解にとって余計な誤解を与え有害」である

マルクスのテキストにおいて価値形態論が形成される

とさえ主張するのである。そして、価値形態を主体の欲

プロセスは、市場交換での、実体としての労働の同等性

望による主観的価値表現としてとらえてしまうと、
「超越

を後退させて行く方向で理解すべきであり、形態論理に

論的主体としての人間（商品所有者）が主観的・内在的

一般化したのが、宇野である、というのが青木の主張で

な純粋意識によって商品価値を構成する一種の主観価値

ある。宇野の方法は、
「商品論から価値の実体規定のみな

説である」と結論している。これでは、マルクスのコミ

らず、この実体にもとづく通約の論理である『交換過程』

ュニタリアニズム的側面が無視され、
「『人間』中心主義」

をも完全に消去」、「このかぎりで商品論を文字通り“形

に立った近代哲学のプロブレマティクそのものであると

態”の論理に一本化するものであった」という 13 。

いう 16 。

しかし、宇野の不徹底さは、マルクスの交換過程論に

このような青木の立場は、構造主義的理解が分析者を

あったような商品所有者を前提し、またその世界を“人

「超越」させること、あるいは構造とは「超越論的主観

間語”で発生論的に構成していくことにあるとし、形態

性」において現れることを理解していないものであるし、

論理の徹底は所有者の消去し、つまり、商品占有者を前

かつ、近代哲学のプロブレマティックを誤解している。

提すべきだ、という議論が展開される。商品論における

というのも、その誤解の根本的な原因は「超越論的主観

価値実体批判と、商品に“所有者”を導入し主観的欲望

性」を「超越論的『主体』」として、対象を構成する専ら

に即して展開することは同義ではないというのが結論で

能動的なものとしている点にある。カントに即していえ

ある。

ば、物自体 17 の設定が、ただ（経験論的）観念論を意味

青木の交換過程論解釈において、
「商品の所有者」なる

するのではなく、現象を物自体とみなす態度への批判と

ものは「主体としての根拠も性格もまったく不明のまま
『コミュ』,第 3 章,p.
『コミュ』,第 3 章,p.
16 『コミュ』,第 3 章,pp.256-257.
17 物自体の解釈についてはカント自身の定義の変遷を考えな
ければならない。ここでは超越論的主観性に関わるかたちで、
すなわち、物自体は認識にとっての不可避の前提であり、現象
の原因でもあるが、認識の対象ではなく、ただ思考はできると
いう認識論的態度によって要請されるものとして理解しておく。
14

であり、ただ現実の物を支配しているという事実以外は

15

すべて捨象されて」おり、
「きわめて消極的で受動的な商
品の番人であり、レーゾン・デートルのない幽霊のよう
13

『コミュ』,第 3 章,p.
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して要請されるのが超越論的主観性であり、そこにおい

論』は、資本主義という対象の分析でありつつ、その社

て認識を構成する枠組み（時間と空間）が明らかとなる、

会内における主体の、認識の構成を理論的対象にしてい

「主体」の認識の受動性
という方法に基づく 18 。それは、

るのである 22 。

を前提にした方法認識なのだが 19 、青木は、カントの方

『コミュ』では、実体としての労働主体を前提とした

法的な態度（必然的であるという意味では単なる「方法」

商品論は、マルクスのリベラリズム的側面として批判さ

ではなく、言わば外したりできる眼鏡のような道具では

れているが、人間がいかにして「価値（実体）」的な認識

ない）を理解せず、あらかじめ「実体」としての主体が

をし、またその認識に基づいていかなる行動をするのか、

あって、それが対象を構成するととらえてしまっている

という理論場としてとらえるべきではないか 23 。人間主

のである 20 。

体がいかに構造を作り出し、構造に規定されるか、とい

また、フッサールの方法認識、ノエシス（意識作用）

う観点で商品論、価値形態論を展開しうるのである。こ

－ノエマ（意識表象）という純粋意識における構造を、

のような課題を設定することが直接、価値形態論を関係

実体としての主観性がノエシスによってノエマを構成す

主義的にみることにはつながらない。
「主体」以前の主体

ると解釈してしまう。しかし、ノエマとして表象される

を前提するからといって、狂言回したる分析者が必要な

のは、
「主体」の外側からやってくる主体の恣意には属さ

わけではないのである。また、マルクスが商品語だけで

ない「モノ」であり、それを認識する際には、それをノ

なく、人間語を用いているのは『資本論』が認識批判 24

エシス－ノエマ構造としてとらえる超越論的主観性が

でもあるからである。青木の方法 25 は、関係や構造を主

「ある」というのがフッサールの認識、超越論的態度な

体の外部に置くがゆえに、占有者としての主体は、受動

のである 21 。

的存在である 26 。しかし、そこにはなんらかの能動性を

つまり、カント、フッサール両者の超越論的主観性は

見るべきである。というのも、それによって価値形態論

同一視できないが、超越論的主観性とはある関係性によ

における第Ⅰ形態の必然性が、関係を外在的に設定せず

って規定されるような在り方であり、
「実体」ではないと

にもたらされるからである。

いうことである。この点をふまえて「主体」をとらえな
22

廣松渉の哲学、特に『資本論の哲学』を参照。ただし、分析
者と当事者という二局構造によって論理を展開する方法は、超
越論的主観性としての分析者、その意味で当事者でもある、と
いうとらえ方が可能だと思われる。分析者＝当事者という観点
である。また別に検討する。山口系一「経済主体にとっての貨
幣と信用」参照。
高橋洋児『経済認識論序説』には、宇野の「欲望」導入によ
って、
「認識者の立場が商品所有者に代位されることによって思
惟作用そのものもまた認識対象と化している面がある」という
指摘がある。宇野欲望論の可能性である。また、
『現代社会論の
基本視座』では、
『径・哲』の疎外論を批判しつつも、そこには
「人間本性論」があり、この視界が「後年の資本制生産様式論」
では消えてしまっていることを論じている。本稿もこの「人間
本性論」の意義を強調する立場である。欲望と労働・生産の相
関性を明らかにする点で重要だと考えるからである。
ただし、高橋との物象化論に対する理解の相違については『物
神性の解読』を含めて、改めて検討したい。
23 流通形態における価値だけでなく、実体としての価値までを
も「当事者」が認識しうるという方法認識には異論があろう。
そのためにも、人間一般は超越論的態度に対して開かれている
ということと、
「実体」とは、価値認識の社会的根拠であるとい
う観点が説得的に論じられなければならないが、詳細は別稿に
期す。
24 超越論的批判。
25 青木の方法認識では、物象にとらわれて初めて主体は「主体」
となるので、そこからは構造を作り出す契機としての人間が議
論されることになる。貨幣論以降？
26 買われる商品を有する限りでの「主体」という指摘は、資本
主義を理解する上で重要だが、市場という経済世界を形成した
のは他ならぬ主体であるともいえる。

ければならないのである。
価値形態論を『コミュ』のように関係が主体を規定す
る側面だけをとらえ、
「完成した資本主義からの論理的抽
象力によって導き出された、価値関係の深層構造におけ
る共時的・重層的分析」が価値形態論であると青木は考
えているが、そもそもこの「論理的抽象力」こそが超越
論的主観性に由来するという点が見過ごされてしまって
いる。なぜ、資本主義をそのような目でみることができ
たのか、この問題を看過しているのである。視点そのも
のの成立自体をテキスト内部に埋め込んでいるのがマル
クスの方法、それは時として「弁証法」として理解され、
一般に批判されることにもなるが、一面的である。
『資本
18

カントによるヒューム批判の意義。
物自体は実体ではないが、現象において現象するものがなけ
ればならない、この意味で「主体」が世界に対して受動的存在
である。
20 ここにカントに関する諸文献を。
21 もし、この論考を公にする場合には、この解釈についてもっ
と考察を加える予定。その際、
『コミュ』の第 1 章についての検
討は不可欠。
19

4

これが宇野の「欲望」導入の意義だと考えるが、次に検

でもよい、というのでは、商品は価値であり、価値表現

討する。

するものだ、といった商品関係を外在的にとらえる態度
となってしまう。関係から主体をみる青木の方法認識に

第 3 節 価値形態の偶然性と主体

よるものだと思われるが、それでは商品相互の非対称性

宇野は、価値形態論から実体論を排除したが、商品所

を明確にできないのではないだろうか。
「価値と使用価値

有者の欲望を導入した方法にはさらなる可能性 27 がある

が両項に分離される同質的関係性」こそが重要であると

と本稿では考える。これがこの節の課題である。

認めているにもかかわらず、それを価値形態論の前提と
して考察の対象となっていないのである。

まず、
『資本論』の価値形態論で、第Ⅰ形態が「単純な、

商品とその所有者（欲望主体）を導入する意義は、な

個別的・偶然的な価値形態」と題されていることに関す

ぜ交換が生じるのかを主体に内在してとらえる方法であ

る問題から検討したい。

るが、それは主観価値説を意味するものではない。これ

『コミュ』では、価値形態論に欲望の主体を入れる宇

を人間主体においてとらえかえしてみれば、他者を介さ

野の方法を否定する論者として鈴木鴻一郎を取り上げ、

ずして、自己がそれ自身たることはできず、それゆえ自

商品論では価値はただ商品相互の同質性として理解され

己の「価値」を表現せざるをえないということになろう。

るだけであり、相手の商品がなんであるかは問題になら

ここには根源的な受動性があるといえる。

ないとしている。
「たまたま上衣を選択的に欲望したから

一般に、等価形態の受動性は指摘されるが 28 、相対的

というより、むしろ偶然のなりゆきの結果」であると第

価値形態にとって、等価形態の商品は自己に否応なく現

Ⅰ形態を理解すべきであり、その根拠は初版も現行版で

れる存在であり、向こう側からやってくるものである（交

も、等価形態がいかなるものであるかはどうでもよいこ

換意志を等価形態から向けられるということではない）。

ととされており、それがマルクスのいう「偶然性」とい

等価形態を介することでしか自己たりえないがゆえに価

う規定であると青木は結論する。

値表現をせざるをえないという受動性が明確に論じられ

しかし、第Ⅰ形態における相対的価値形態にとって、

ることは少ない 29 。等価形態は「なんでもよい」という

等価形態の種類が「まったくどうでもよいこと」である

より、価値を表現する主体の「世界」によって所与であ

とすれば、なぜ交換が生じるのかという動因が不明とな

るという点で、
「なんにでもなりうる」が、それは主体の

ってしまわないだろうか。これは「経済的諸関係の人格

恣意には属さないのである。欲望する主体＝能動的主体

化」としての商品だろうが、商品所有者の持つ商品だろ

と理解されやすいが、欲望が自己にとって理解可能とな

うが変わりはない。また、鈴木（＝青木）は等価形態の

るのは、まさにこのモノ（等価形態）が、自己の欲する

商品は、相対的価値形態とその使用価値が違いさえすれ

ものであると現れるがゆえに、自己の欲望に気づくので

ばよいというのだが、それでは第Ⅰ形態の意義が見失わ

あり 30 、この点で、単に能動的主体として欲望主体をと

れてしまう。第Ⅱ形態が「より完全な形態」であるのに

らえてはいけないだろう。そうした受動性を経て、価値

たいして、第Ⅰ形態は不完全であり、偶然であるにすぎ

は表現されるのである。

ないということ理解から生じているものと考えられるが、

『コミュ』では、宇野の全書版『経済原論』の価値形

この観点では、あらかじめ商品が、価値を表現する、あ

態論の方法を批判し、このように述べる。

る種の能動性を付帯した存在として想定されてしまって
主体としての商品所有者なるものの自存性がまずもって

いる。

前提され、商品の価値は、この主体の純粋意識に内在する

商品は、価値を初めから表現しようとするのではなく、

他の商品と交換されるべきものというたんなる主観的観念

他の使用価値との交換を欲するがゆえに、価値を表現せ
28

交換を求められるという受動性。
山口系一前掲論文。
30 「欲望の外部性」である。山口系一「マルクス欲望論の可能
性」
、参照

ざるをえないのではないか。等価形態の使用価値がなん

29

27

実体認識の可能性

5

にすぎないものとみなされてしまうのである。それは、ま

たものとして初めから外部との関係概念として構成」さ

さに超越論的主体としての人間（商品所有者）が主観的・

れるべきであるという観点からなされる。またマルクス

内在的な純粋意識によって商品価値を構成する一種の主観

の交換過程論は、
「商品のこうした同質性かつ差異的な関

価値説である 31 。

係性すなわち排他性を象徴するものとして、個々の商品
では、関係としての価値から主体を構成すれば、客観

にひとまず事実上の占有者（Besitzer）を置いた」 33 の

価値説になるのだろうか。前節で指摘した「超越論的主

だと解釈される。価値表現のプロセスにおいて、商品の

体」という言葉の問題をおくとしても、宇野の方法は主

同質性が他の商品との関係性のうちに確立されて行き、

観から一方的に商品価値を構成するようなものではない。

価格形態にいたって、商品は価値としての同質性を確立

価値形態論を、欲望を通じて論じる意義は、主体の側に

することが可能となり、言わば「金が排除されることで、

「価値（概念）」を必然化する契機があり、商品価値は他

商品の価値は使用価値による制約から完全に自由にな」

者を介して現れるものであるという非対称的関係を明示

り、
「個々の商品がそれ自体で私的・観念的・絶対的な所

しうる点にある。宇野の方法は、
「人間中心主義」ではな

有物としてあらかじめ自存するかのような観念が成立す

く、さらに、旧版『経済原論』にある、青木の評価する

る」ということになる。こうした価値形態論によって得

関係主義的なものでもないのである。

られる帰結は、以下の通りである。

ただし、宇野が商品所有者を「実体」視している側面
商品の価値形態に先立って人間はいかなる意味でも社会

はある。というのも、他者との関係の起因となる商品所

関係の「主体」ではありえず、それは商品の取得の根拠も

有者の欲望が自明視され、なぜ欲望がそのような現れ方

その担い手としての実態も不明なまま、いわば「商品の占

をするのか、といった問題意識はないからである 32 。商

有者」としてカッコに入れられた存在にすぎなかった。彼

品所有者をそれ自体として存在する「主体」としてとら

はいま、この貨幣によって受動的に買われることによって、

えることには問題があり（つまり、商品所有者の欲望を

ようやく現実に商品の「私的所有者」となることができた

実体化している）、これを解決するための青木の方法認識、

のである 34 。

つまり、
「商品占有者」と「商品所有者」の概念分けは重
貨幣による購買を通じて初めて「占有」は「所有」と

要であると思われる。それらの言葉を使わないにしても、

なる。商品の所有者が「自存」し、そこから契約によっ

「主体」以前の主体を論じる方法として参考になろう。

て交換関係に入るかのような「観念」が形成されるとい

次節では、この点を検討する。

うことが、価値形態論の展開によって理解されるのであ
り、「資本主義における商品経済的な構造の優位と、『私

第 4 節 主体と「主体」

的所有者』の存在被拘束性すなわちイデオロギー性を明

ここでは、価値形態論において二様の主体をとらえる

らかにすることができた」という結論が示される。

ことで、すなわち主体の変容を視野に入れることで、商

ここで考察を加えるのは、価値形態論の前提としての

品所有者の主体性、ひいては資本主義社会における人間

主体（これをｓとしておく）と、貨幣形態まで完成した

の主体性とはなにかを明らかにして行く。

世界における主体（これを S としておく）の差異につい
て、つぎに、市場において「主体」性はどこにあるのか、

『コミュ』において、宇野価値形態論の再構成は、価

という論点である。

値が商品相互の同質性として、使用価値は他の商品との

第一の問題だが、本稿でも価値形態論は主体の「主体」

差異的関係性として規定され、
「商品とは、価値としての

化プロセスとして理解すべきであると考える。その意味

同質性をその使用価値としての差異性によって制約され

で『コミュ』における、価値形態論と交換過程論での主
『コミュ』,第 3 章,pp.256-257.
ただし、端緒としての欲望から、価値表現を通じて（他者を
介して）欲望が変容するという観点があるので、宇野が欲望を
常に実体視しているわけではない。

31
32

33
34

6

『コミュ』,第 3 章,p.
『コミュ』,第 3 章,p.268.

チュセールが指摘したように、人間なるものは無意識の関

体の差異を明確にした青木の論考は評価できる 35 。しか

係構造がつくりあげるイデオロギー的主体以上のものでは

しながら、ｓだけでなく、Sにいたっても青木の議論の

ありえないのである 37 。

場合には、
「主体」性は希薄である。市場において人間は
どこまでいっても受動的な存在として描かれている。宇

ここではまず、イデオロギーの否定的側面が強調され

野の価値形態論が、商品それ自体の関係プロセスではな

ているが、資本主義において、それがイデオロギーであ

く、あくまで人間の認識と行為の展開だとするなら、本

ったとしても、初めて人間は「主体（＝S）」になれたの

稿では、欲望を導入した方法の可能性を、価値（概念）

ではないか。青木は「負荷なき自我」としての人間を批

がモノとｓとの関係で成立して行くという機制を明らか

判して、社会における有機的協同体的な紐帯に「位置づ

にするものとして理解しておきたい。ｓにも限定された

ける」ことをコミュニタリアニズムの立場から主張する

能動性を、Sにはさらなる能動性を観て取るべきである

38 。しかし、欲望主体としての人間が、
「位置づける」欲

と考えられる。

望を形成しないかぎり、そうした外在的、規範的な社会

青木は「構造論的な関係主義」の立場から、ｓが S 化

は到来しないだろう。主体を「批判」するだけでは、人

することをとらえ、S がイデオロギー作用によって成立

間は変わらない。そこに欲望がなければならない。主体

すると考えているが、その「関係」概念の因って来たる

の中に主体を超える契機を見いだすことが必要であろう。

ところを不問に附している。「商品占有者」というｓを、

では、人間の「主体」性をどのようにとらえるべきか。

いみじくも「カッコに入れられた存在」と青木自身が表

価値形態論においては、ｓは、他者を介してのみそれ自

現しているが、もし超越論的態度について検討するなら、

身たりうるため、価値表現という関係行為を形成する動

このカッコに入れようとする「超越論的主観性」がいか

因である。しかし、それは、限定された「主体」性でし

に形成されるかを問題にしなければならないのである。

かない。貨幣が成立することでｓはSとなる。つまり、S

また、イデオロギーとは、人間自身の社会的生活が作

の主体性は貨幣所有者になることに由来する。青木の議

り出して行くものであり（資本主義が主体ではない 36 ）、

論では、貨幣に購買されることで、私的所有を認められ

その機制を明らかにせねばならない。それが価値形態論

るにすぎない「商品所有者」としての経済主体だが、対

という場であるなら、
「主体」と価値概念の成立（＝認識）

して本稿では、貨幣所有者になることで、自らの使用価

根拠を、資本主義社会における人間の社会的在り方から

値的在り方から離れることが「できる」という資本主義

生じるものとしてとらえ、関係を関係化する動因として

の肯定的側面をとらえなければならないと考える 39 。

の経済主体をみるべきであろう。

人間が常にイデオロギー的主体であるなら、その「主

次に、市場における主体、経済主体を受動的存在とし

体」性は空虚にあるようにみえるが、人間の欲望は常に

て、イデオロギー的存在として把握する「構造論的な関

すでに自己とその内属する世界を超えている側面がある。

係主義」の問題である。このように述べている。

それを以前、欲望の外部性と概念化したことがあるが 40 、
人間の認識・行為によって形成される社会的関係が人間

宇野にとって資本主義とはなにより商品経済による共同

を被規定するという機制には 41 、肯定的側面、すなわち

体的関係の分節過程でありその結果である。資本主義商品
経済が一切の社会関係を商品の価値形態という等式によっ
て切り刻むとき、自由な自立したアトム的「主体」という
『コミュ』,第 3 章,p.270.
『コミュ』と、青木「コミュニタリアニズムとしての宇野理
論」参照。
39 リベラリズムを肯定しているわけではない。消費社会におけ
る人間が、無条件に「自由」であるはずはない。欲求は生産さ
れ、情報化社会への変容はさらに、生活（消費）を物象化させ
ているという批判的視点も不可欠である。その視点を前提にし
た主張である。斉藤日出治『物象化世界のオルタナティブ』参
照。
40 山口系一「マルクス欲望論の可能性」
、参照
41 透明な人間を前提せずに指摘できる疎外論的分析。
37

幻想が紡ぎだされる。それゆえ、一切の「主体」は経済的

38

諸関係の人格化であり、
「私的所有者」はこの経済的関係が
付与するさまざまな機能を担う構造の束にすぎない。アル
35 ここでは、ｓと S に差異があるとして、それが占有と所有と
いう概念なればならないのかについては本稿ではふれない。
36 『ドイツ・イデオロギー』参照。
『ド・イデ』のイデオロギ
ー論を詳細に扱った文献として、小林一穂『イデオロギー論の
基礎』参照。

7

自己とその世界を超える欲望を形成する可能性がある 42 。

なものにみえようと、その自由な主体の観点からしか「主

人間の欲望の外部性は、時に階級関係や環境問題を引き

体」の在り方は見えてこないだろう。資本主義が解体し

起こすような否定的なものだが、イデオロギーを乗り越

て行く共同体には、そもそも自由がなかったのだから。

える契機ともなりうる（それが新たなイデオロギーだと

このような理解に対して、資本主義が与える自由は擬制

しても） 43 。

にすぎず、本来の自由があるはずだ、という異論がある

貨幣によってもたらされる「主体」性とは、資本と消

だろうが、その自由さえ、資本主義の「自由」の中で考

費において如実に現れるが、この点に関する検討は機会

えざるをえないのではなかろうか。

を改めて行いたい 44 。

近代哲学の発展は、
「主体の形而上学」を形成してきた
のではない。自存的な（非社会的な）存在が透明な関係

おわりに

を形成するとしたわけではなく 49 、逆に、いかなる社会

『コミュ』の第 3 章には、その主たるテーマではない

において自由な関係が構築でき、互いが理解できるかを

が、西欧近代における、
「主体の形而上学」の流れにマル

問題にしてきたといえるのであるが、この点に関する検

クスや宇野を置くべきではないという主張がある 45 。し

討は別稿に期したい 50

かしながら、人間の透明な関係を前提し、そこから規範
的に現実を批判するような疎外論ではなく、人間自らの
社会的行為が自己を規定し返すという論理としての疎外
論が初期マルクスのテキストの意義だとすれば（この意
味で物象化論に近い） 46 、近代哲学・思想の「正統」に
マルクスは位置づけられる。人間は、自己を対象化する
主体であり、かつ、その対象化を対象化するという無限
性を有しており、これがマルクスのヘーゲル評価の要諦
でもある。この過程において主体に「超越論的主観性」
が付帯するといえる。そして、人間が欲望主体として、
消費する貨幣所有者として現れたとき 47 、人間は「主体」
となり、
「自由」になったのである 48 。そのような自由な
る主体がたとえイデオロギー的なもの、あるいは擬制的

42

人間存在を、
「世界－内－存在」として徹底的にみる必要が
ある。人間の外側に、規範としての世界を対置しても、そこに
到達する欲望を世界の内に見いださない限り、画餅に帰す。
43 イーグルトン『イデオロギーとはなにか』
、バリオン『イデ
オロギーとは何か』
、参照。両著作において、視点は違うが、イ
デオロギーを否定的なものしてのみとらえてはいない。現代イ
デオロギー論をマルクスのイデオロギー批判から整理したもの
として渡辺憲正『イデオロギー論の再構築』を参照のこと。
44 消費を「労働」からとらえ、その行為の「主体」性を山口系
一前掲論文で指摘した。また、主体や欲望を考察する上で、ポ
スト・モダニズムの側からの批判は重要だが、それら概念の肯
定的側面を見いだすべきではないだろうか。
また、別様の視角ではあるが、柄谷行人『トランスクリティ
ーク』では、
「超越論的統覚Ｘ」としての貨幣というとらえ方が
示されている。参照されたし。ただし、
、超越論的態度が「強い
視座」によるという見解はには与しない。
45 そのテーマは『コミュ』の第 1 章で扱われている。
46 このような観点から『経・哲』を解釈したのが、山口系一「マ
ルクス欲望論の可能性」
。
47 裏側には（表側？）
、資本家がいる。
48 山口系一「経済学のおける欲望」参照。

49

少なくとも、カント、ヘーゲル、そして初期のマルクスを含
めたマルクスに妥当する。たとえば、ヘーゲルの「近代的主体
性論」については片山義博『自己の水脈』
、
50 戦後主体性論や物象化論の検討が必要となろう。前者につい
ては、降旗節雄『科学とイデオロギー論』参照。後者について
いえば、
『資本論』の物象化論によって、近代的主体をマルクス
は解体した、という解釈の批判的検討となる。
「主体」と物象化論については永井努・福山隆夫・長島隆
編『物象化と近代主体』を参照されたし。

8

