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1970年代以降顕在化してきた資本のグローバル化の流れは、世界経済をその渦流の中に否応な
く巻き込むことによって、国際通貨システムの激動に人々の生活を曝してきた。グローバルな資本

移動の増大に伴う国際通貨システムの混乱は、90年代に入っても収まるどころかますます苛烈を
極めてきている。実際、国際資本移動、とりわけ投機的な短期資本の移動を主たる起因とした近年

の為替相場の急激な変動—92年の欧州通貨危機から 94年のメキシコ通貨危機、97年のアジア通
貨危機に至るまで—は、激発性と伝染性の点において以前とは比較にならないものであった。こう
した国際通貨システムの不安定性の齎す災禍に直面して、その脅威に抗する必要性が党派を問わず

広く認識されるようになってきている。

これまでの経験によって明らかになってきたのは、国際通貨システムの安定性と国際資本移動の

自由化とは殆ど両立しえないということである。この点に鑑みるとき、現在次のような 2つの動き
が存在することはきわめて示唆的である。すなわち、一方に、ヨーロッパで進行中の通貨統合の動

きがあり、他方に、やはりヨーロッパで活発化し、近年日本でも注目されるようになってきた地域

通貨の運動がある。両者のベクトルの向きは逆ではあるが、資本のグローバル化の矛盾に潜在的に

ではあれ対抗しようとしている点で共通している。すなわち、あえて単純化すれば、前者が国民経

済の枠組みを超えて通貨を単一化し、(域内の)為替リスクを消去することによって、資本移動の自
由化を極限まで推し進めようとしているのに対し、後者は国民経済を複数の通貨圏に分割すること

によって、究極的には資本移動を規制しようとする動きであるといえよう1。

むろん、通貨統合と地域通貨とは全く異なった出自と経緯をもっており、その可能性についても

複雑な背景を考慮に入れつつ慎重に吟味される必要がある。しかし、こうした貨幣を改変する具体

的なプロジェクトを検討する前に、いま少し一般的な問題を考察しておく必要がないだろうか。換

言すれば、それはマルクスがプルードン主義者 A.ダリモンの労働貨幣の試みに対して次のように
言ったことの含意である。「これらのいろいろな貨幣の形態〔金属貨幣、紙幣、信用貨幣、労働貨

幣〕はそれぞれ、社会的生産の異なる諸段階によりよく照応し、そのある形態は、他の形態では手

に負えなくなった弊害を除去できるかもしれない。しかし、どのような諸形態であっても、それら

があくまで貨幣の諸形態であるかぎり、そして貨幣があくまで本質的な生産関係であるかぎり、そ

れらは、貨幣の関係に内在する諸矛盾をあれやこれやの形態で表出することができるだけである」

(Marx[12]S.58、訳 82頁、括弧内引用者)。資本のグローバル化における矛盾が、貨幣の形態の変
更によって除去しうる弊害であるのか、それとも、貨幣の関係に内在するものであるのか、先ず
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1例えば、通貨統合と地域貨幣についての次のような二つの指摘。「そうした小国〔規模の小さな開放型経済の国〕は欧

州の国であろうと、中南米や東アジアだろうと同じで、いずれも為替相場の変動に身を合わせていくことが極めて難しい。
従って、日本や米国よりも、こうした国々こそが為替相場のボラティリティを制御するための思いきった行動を起こそうと
する。このことが西欧では、欧州連合 (EU) の加盟国の間で通貨同盟を設けようとする動機を生んでいる。通貨同盟は為
替相場そのものを廃止することで、為替相場の不安定性をなくしてしまうものだ」(アイケングリーン [5]ix 頁、括弧内引
用者)。「LETS〔地域通貨制度〕は、一方的なグローバリゼーションの猛威から地域経済を保護する＜セイフティネット＞
としては消極的役割を果たすとともに、グローバリゼーションがもたらす画一化・一元化に対して地域経済が多様で自立的
な発展可能性を自発的に示す＜ゲージ＞としてはより積極的役割を果たす」(西部 [16]58 頁、括弧内引用者)。
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もってこの点を明確にすることから始めなければ、有効な対抗手段を講じることなど能わないだろ

う。そして、本稿の議論が、資本のグローバル化の対抗運動の一階梯として位置づけられうるとす

れば、この意味においてである。

1 貨幣の二つの身体

貨幣の歴史を繙けば、それがきわめて多様な形態をとってきたことが看て取れる。原始貨幣を別

にしても、金・銀などの貴金属 (地金)、金属鋳貨、国家紙幣、銀行券など様々な形態の貨幣がこれ
までに存在した。また、このような貨幣が纏う形態の変化に応じて、貨幣理論も変容してきたので

ある。例えば、貴金属に対しては貨幣金属主義が、紙券に対しては貨幣名目主義が対応した。シュ

ムペーターは貨幣学説史を古代ギリシアから始まる金属主義と名目主義の対立の歴史として整理し

たほどである。しかしながら、金属主義と名目主義のいずれも貨幣の形態的な転形に目を奪われ、

それらに通底する本質的諸条件を看過するという同断の陥穽に嵌っている。

ところで、マルクスの貨幣理論は、彼が『資本論』貨幣章冒頭において「簡単にするために、本

書ではどこでも金を貨幣商品として前提する」と述べているがために、貨幣金属主義の系譜に連な

るものと理解されてきた。マルクスを金属主義陣営に配することについては、マルクス派もその

反対派も殆ど見解の一致をみている。しかしながら、その場合、次のような側面は無視されるか、

単なる混乱にすぎないものとして棄却されてきたのである。すなわち、マルクスは貨幣諸機能のう

ち、価値尺度を物質的だが観念的なものとして、流通手段を実在的だが非物質的なものとして規定

している2。マルクスは金属主義と名目主義を交錯させるが如き屈折した貨幣観を示しているので

ある。もっとも『資本論』の整理された叙述に慣れ親しんだ目には、実在的非物質性とは価値章標

についての説明にすぎないと映るかもしれない。しかしながら、明らかにマルクスは実在的非物質

性を流通手段の本質規定として捉えており、私見によればこの点は『資本論』においても変わるこ

とはないのである。

確かに、われわれが日々購買の手段として用いている触知可能な貨幣 (流通手段)は、金属貨幣、
紙幣等の種々の形態をとって現われる。しかしながら、マルクスにとって、これら具体的な諸形態

は決して貨幣の物質性-素材性ではないのである。マルクスは、貨幣の物質性-素材性Materialität
の概念を価値尺度としての貨幣に限定して使用している。貨幣は流通における具体的な素材とは異

なる物質性-素材性をもっているのであり、それは恰も貨幣が経験的な身体のほかに第二の身体を
有するかのようである。そして、マルクスは、この貨幣の第二の身体の問題を価値形態論及び価値

尺度論において執拗に論じている3。

2例えば、Marx[12]S.140、訳 229-230 頁、Marx[13]S.99-100、訳 156-157 頁等の記述を参照せよ。
3すが [21]184 頁はカントロヴィッチの『王の二つの身体』を援用つつ、王の第二の身体と貨幣の関連を指摘している。

また、ジジェクは次のように述べている。

「貨幣の物質的性格の問題、それは貨幣を形作る経験的、物質的な素材の問題ではなく、崇高な物質、すな
わち物理的な身体の崩壊を超えて生き残るもう一つの『破壊不可能で不変の』身体の問題である。貨幣のこ
のもう一つの身体は、あらゆる拷問を耐え抜き、その美しさを損なわないままで生き残る、サドの犠牲者の
死体のようなものである。『身体の中の身体』のこの非物質的な肉体はわれわれに、崇高な対象の厳密な定
義を与えてくれる」(Žižek[23]p.18)

ここでジジェクは明らかにカントロヴィッチの議論を下敷きにしている。Žižek[23]p.145ffも参照のこと。しかしながら、
ジジェクがこの点を「マルクスが解決しなかった問題」と言っているのは正しくない。
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2 価値形態のトロポロジー

貨幣の第二の身体の問題は、マルクスによって既に論じられているとはいえ、それはテクストの

中に顕在的なかたちで現われているわけではない。この潜在的な論点を炙り出すために、ここで、

価値形態論をトロポロジーという視角から考察してみよう4。

ヘイドン・ホワイトは『メタヒストリー』の中で、マルクスの価値形態論をトロポロジーの諸形

態として論じている5。すなわち、ホワイトは価値形態論の 4つの形態を隠喩、換喩、提喩、アイ
ロニーにそれぞれ対応させる。

ホワイトによれば、単純な価値形態 (形態 I)は、二つの商品の間の隠喩的関係であるという。隠
喩とは相似性 similarityにもとづく修辞であるが、価値形態においては二商品の相似性=同一性と
しての価値が表現されている。形態 Iを隠喩的な表現と捉えることによって、相似性 (価値)の内
容とそれを表現する形態との区別が明確になるというのがホワイトの中心的論旨だが、ここでは隠

喩のもつ含意をいま少し敷衍してみよう。

一般に隠喩が用いられるのは、表わされる内容に固有の表現が存在しない場合である。他に適切

な表現があるならば、わざわざ隠喩に頼るには及ばない。商品の価値が他の商品の使用価値という

隠喩によって表現される場合にも、同様の事情がある。マルクスによれば、価値はそれが現われる

ためには他の商品の使用価値による表現、すなわち、交換価値という現象形態をとらねばならず、

したがって、価値の分析にあたっては一商品を孤立的に扱うのではなく、二商品間の関係を考察せ

ねばならないのである6。価値はそれ自体としては現前 presentできないのであって、他商品の使
用価値というメタフォリカルな形態で再現前=表現 re-presentされるほかはない。
さらにまた、形態 Iを隠喩として捉えることによって次のことが明らかになる。例えば、「20エ

レのリンネル=1着の上着」という表現は「20エレのリンネルは 1着の上着のようだ」と直喩的に
言っているのではない。それは「20エレのリンネルは 1着の上着だ」と言っているのである。も
ちろん、20エレのリンネルは 1着の上着ではないのだから、これは不可能な表現である。しかし、
他方で、価値の現前不可能性は他の商品による表現を必要とする。それゆえ、価値表現は否定され

てはまた他の商品による表現を求めるという無際限な試みを続けることになる。すなわち、拡大さ

れた価値形態 (形態 II)である。
ホワイトによれば、形態 IIは換喩的である。隠喩が相似性にもとづくのに対して、換喩は隣接性

contiguityに関わる7。もっとも、ホワイトは拡大された価値形態の際限のない系列をA=B、B=C、
C=D、D=E、...n というように記述しており、基本的に誤解している。また、換喩の内容を全体
の部分への還元にのみ限定している。そうであれば、形態 IIは還元されるべき全体性を既に備え
ていることになるが、しかし、マルクスによれば「拡大された相対的価値形態は、単純な相対的価

値表現すなわち第一の形態の諸等式の総計から成っているにすぎない」(Marx[15]S.79、訳 122頁)
のである。したがって、ホワイトの議論を再構成するとすれば、換喩的関係は等号 (繋辞)によっ
て繋がれる両辺、相対的価値形態と等価形態の間にあるのではなく、等価形態の系列に現われる諸

商品相互の関係に存すると解すべきであろう。

形態 IIにおいても個々の等式の両辺の関係は隠喩的である。これに対し、1着の上着、10ポン
ドの茶、40ポンドのコーヒー、...と無際限に続く等価形態の系列において、例えば、1着の上着
と 10ポンドの茶は相似的ではない。二商品が相似性をもつとは、それらの価値が等しいというこ

4貨幣の第二の身体を別の角度から考究したものとしては、沖 [18] 第 1 節を参照。
5White[22]pp.287-297。また、ホワイトのトロポロジーの基本的定義はWhite[22]pp.31-38 で与えられている。
6Marx[15]S.75、訳 115 頁参照。
7ヤーコブソン [8]21-44頁を参照のこと。ヤーコブソンは談話の進行を相似性による隠喩的方法と隣接性による換喩的方

法とに区別した上で、失語症を相似性の異常と隣接性の異常の 2つの型に分類している。なお、相似性と隣接性はソシュー
ルの言う連合関係と連辞関係にそれぞれ対応する。
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とにほかならないが、形態 IIにおいて 1着の上着、10ポンドの茶等々は価値を表現される位置に
立っていないのである。ここで注意すべきなのは、形態 IIの表現相互の独立性である。形態 IIに
おいて等価形態の諸商品は「または oder」によって結ばれており、そこでは「およそただそれぞ
れが互いに排除しあう制限された等価形態があるだけである」(Marx[15]S.78、訳 121頁)。「20エ
レのリンネル=1着の上着」と「20エレのリンネル=10ポンドの茶」は別々の表現であり、ここで
は 1着の上着と 10ポンドの茶の間の相似性については聊かも言及されていない。したがって、等
価形態の系列の拡大は相似性 (価値)に基づくのではない。等価形態の系列は 1着の上着と 10ポン
ドの茶が共に使用価値であることを、したがって、商品世界の市民として隣人同士であることを意

味するにすぎない。それらは文字通りの意味で隣接しているのであり、それゆえ、形態 IIは換喩
的である8。

形態 IIにおいても相対的価値形態と等価形態の関係は隠喩的であり、その不可能性も解決され
てはいない。ここで隠喩が不可能であるのは相似性 (同一性)が確保されないからであるが、一般
的価値形態 (形態 III)ではこの点が決定的に異なる。形態 IIIにおいては諸商品の相似性が現われ、
隠喩的表現が可能になるのだが、しかし、それは相対的価値形態と等価形態の間にではなく、相対

的価値形態に立つ諸商品の間に成立する。そして、形態 IIIにおいて隠喩を可能にする相似性とは
一般的等価物、20エレのリンネルそのものである。
形態 IIIにおいて重要なのはマルクスの所謂「取り違えQuidproquo」(Marx[15]S.71, 訳 108頁)

についての理解である。マルクスによれば、「価値表現の内部では、商品 A〔相対的価値形態〕の
現物形態はただ使用価値の姿として、商品 B〔等価形態〕の現物形態はただ価値形態または価値の
姿としてのみ認められている」(Marx[15]S.75, 訳 116-117頁, 括弧内引用者)という。等価形態に
即していえば、「使用価値がその反対物の、価値の現象形態になる」(Marx[15]S.70, 訳 108頁)の
である。しかし、使用価値とは差異性そのものであり、それが同時に相似性 (価値)の現象形態であ
ることはできず、それゆえ、形態 I及び IIにおいて隠喩は不可能であった。これに対し、形態 III
では一商品、例えば、リンネルは、商品世界からの「排除 Ausschließung」(Marx[15]S.83, 訳 130
頁)によって、リンネル自身を含む商品世界ではなく、リンネルを除いた商品世界の価値の形態と
して現われるのである9。ここでは、リンネルは商品世界の内部で他の諸商品に対立する使用価値

(差異性)としてではなく、商品世界の外部において諸商品の相似性を表現する形態として在る。
以上の機制は種と類という観点から言い換えることができる。リンネル (種)が商品世界からの

排除によって価値 (類)の現象形態と取り違えられ、商品世界の諸商品の使用価値 (種)はその相似
性=価値 (類)をリンネル (種→類)によって表現されるようになる。この事態をマルクスは『資本
論』初版において次のように言い表わしている。「形態 IIIにおいては、リンネルは全ての他の商
品にとっての等価物の類形態として現われる。それは、ちょうど、群をなして動物界のいろいろな

類、種、亜種、科、等々を形成している獅子や虎や兎やその他のすべての現実の動物たちと相並ん

で、かつそれらのほかに、まだなお動物というもの、すなわち動物界全体の個別的化身が存在して

いるようなものである」(Marx[14]S.27)。ここで、リンネル (類)は他の商品 (種)を表現している
のであり、その意味で、形態 IIIは提喩的であると言えよう10。

8換喩は隠喩 (相似性) に基づいて成立するのではなく、寧ろ隠喩に先立つ。ラカンは 1955-56 年のセミネールにおい
て、換喩 (シニフィアンの分節化) を俟って隠喩 (シニフィエの転移) が初めて可能になることを指摘している。

「シニフィエの転移が起こり得るためには、シニフィアンを配列できることがまず第一に必要です。つまり
シニフィアンの形式的な分節化がシニフィエの転移よりも主要なことです」(ラカン [11]124 頁)

価値形態論においてもまた、形態 I で不可能であった隠喩は、形態 II の換喩を経て、形態 III にまで至って初めて可能
になるのである。

9厳密に言えば形態 II から形態 III への移行は二重である。すなわち、まず、隠喩の不可能性が相似性の再現前を要請
し、次いで、それに応えるかたちで一商品が排除されるのである。

10ホワイトも同様に形態 IIIを提喩として解釈しているが、その説明は正確ではない。ホワイトによれば、形態 IIの (ホ
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3 貨幣のフェティシズム

一般的等価物が種でありながら類と取り違えられる、あるいは、その使用価値が価値と取り違

えられるという事情は、諸商品の価値表現を可能にする一方で、一般的等価物の使用価値にも屈

折した性格を与えることになる。マルクスによれば、客観的固定性を獲得した一般的等価物、す

なわち、貨幣は「商品としてのその特殊な使用価値、たとえば金が虫歯の充填や奢侈品の原料に

役だつというような使用価値」(Marx[15]S.104, 訳 164 頁) のほかに「形式的使用価値 formalen
Gebrauchswert」(同上)を受け取るというのである。ここで、商品としての特殊な使用価値とは有
用性のことであるが、むろんこの有用性は空中に浮いているわけではない。マルクスの言うように

「有用性は、商品身体Warenkörpersの諸属性に制約されているので、商品身体なしには存在しな
い。それゆえ、鉄や小麦やダイヤモンドなどという商品身体そのものが、使用価値または財なので

ある」(Marx[15]S.50, 訳 73頁)。しかし、そうであれば、貨幣はその特殊な使用価値とは別の形式
的使用価値をもつことなどできないのではないか。

確かに、商品身体とは結局のところ有用性を齎すところの諸属性の束にすぎず、それらを商品身

体から取り去るならば何も残らない (貨幣の第一の身体)。しかし、形式的使用価値概念はまさにそ
のような有用性に解消しきれない剰余を指示している。そして、この剰余こそわれわれが先に指摘

した貨幣の第二の身体にほかならない11。

このような剰余の概念の決定的な重要性は、フェティシズム概念—「商品の物神的性格とその秘
密」と題された『資本論』の一節で詳述されている—についての次のような二様の読み方を比較し
てみれば明らかになる。

フェティシズムに対する第一の読み方は、マルクスが「人と人とが自分たちの労働そのものにお

いて結ぶ直接に社会的な諸関係としてではなく、むしろ人と人との物象的諸関係及び物と物との社

会的諸関係として現われる」(Marx[15]S.87、訳 136-137頁)と述べていることに関わる。それによ
れば、孤島のロビンソン、中世封建社会、原始共同体、未来の共産主義社会といった資本主義以外

の経済では、人と人との関係が直接的で透明なものとして現われるのに対し、資本主義社会におい

てはそれが物と物との関係に物象化されて現われる。商品の謎のような性格—それは貨幣におい
て集約的に現われる—は労働における人と人との関係が物と物との関係に変装されたことによる
のである。フェティシズムについてのこの読解のベースにあるのは、明らかに初期マルクスの「疎

外」概念と同一の構図であり、それは意識の問題 (上部構造)から現実の問題 (土台)へと移されて
はいるが、構図そのものは基本的に変わらない。この場合、人と人との関係が本質としてあり、そ

れが物と物との関係という現象として現われるのであり、フェティシズムとは本質と現象の「取り

違え Quidproquo」の問題になる。すなわち、フェティッシュ的錯認とは物象だけを見て、本質と
しての人間を看過することにある。

これに対し、フェティシズムには第一の読みとは明らかに異なる読み方がある。それは、同じ物

神性論における次のようなマルクスの記述に基づく。「人間が彼らの労働生産物を互いに価値とし

ワイト的な)換喩によって担保された全体性が等式の顛倒によって一商品に集約され、提喩的に統合されるという。しかし
ながら、この解釈は形態 II と形態 III の間に質的な切断を見ないがゆえに基本的に誤っている。また、全体がその性質を
象徴する部分によって表現されるという提喩の定義も適当ではない。ここでは、佐藤信夫の「外延的に全体をあらわす類概
念をもって種を表現し、あるいは、外延的に部分をあらわす種概念によって類全体を表現する」(佐藤 [19]194 頁) という
定義を採用した。なお、ホワイトが形態 IVの理解として提出したアイロニーについてはここでは扱わなかったが、それは
形態 IV よりも寧ろフェティシズムの問題に関わるように思われる。

11貨幣の剰余は、クリプキ [10] がラッセル流の記述理論に抗して、「固定指示子」の固定性=同一性は諸属性の束 (確定
記述)によっては確保されないと主張したときに触れていた問題と関わる。実際、ジジェクはクリプキの固定指示子の剰余
を貨幣のそれと同様、ラカンの「小文字の対象 a」に準えている (Žižek[23]p.95)。しかし、クリプキ-ジジェクでは、剰余
は貨幣そのものの固定性=同一性から論じられるが、われわれの理解によれば、それは諸商品の同一性=固定性の問題であ
る。諸商品の固定性=同一性 (価値)が諸商品そのものの諸属性にはもちろん、貨幣 (金)の諸属性にも解消できないところ
に貨幣の剰余 (第二の身体) が宿るのである。
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て関係させるのは、これらの物が彼らにとっては一様な人間労働の単に物象的外皮として認めら

れるからではない。逆である。彼らは、彼らの異種の諸生産物を互いに交換において価値として

等置することによって、彼らのいろいろに違った労働を互いに人間労働として等置するのである」

(Marx[15]S.88、訳 138頁)。ここでは、人と人との関係 (社会的労働)がまずあって、その物象的外
皮として物と物との関係 (価値関係)が現象するのではない。物と物との関係とは、物象化されな
ければありえたであろう人と人との直接的関係の疎外態なのではなく、逆に人と人との関係を可能

にするものである。さらにマルクスは続ける。「彼らはそれを知っていないが、しかし、それを行

うのである」(同上)。フェティシズムは人と人との関係 (本質)を物と物との関係 (現象)と誤認す
ること (認識のレヴェル)にあるのではなく、商品交換という行為のレヴェル、すなわち、物と物
との関係そのものに存する12。

第二の読みにおいては、フェティシズムとは、構造的な物と物との「関係」をその要素である諸

商品、「物」の属性と取り違えることと解釈される。フェティシズムはとりわけ貨幣において顕著

であるが、そこでは、貨幣の直接的交換可能性が、物と物との関係において一般的等価形態という

位置を占めた結果であるにも拘わらず、貨幣そのものの属性であると取り違えられるのである。こ

こで、第一の読み方と第二のそれとの間の根本的な違いに注意すべきである。すなわち、第一の読

みがヘーゲル流の本質-現象関係、表出因果性に拠るとすれば、第二の読みはアルチュセール派の
「換喩的因果性」に基づいている。アルチュセールによれば、換喩的因果性とは「不在の原因の概

念」であり、「結果の存在ばかりを視野に入れるときには結果のなかに構造がまるっきり不在であ

る」という事態を指している13。商品交換という行為の水準において、貨幣の直接的交換可能性の

原因としての価値形態 (形態 I)は不在である。この原因の不在が単なる誤認や見逃しによるもので
ないことは、例えば、上着でリンネルを買おうとしてみれば分かる。そもそも、マルクスが啓蒙主

義を批判するときに問題としていたものこそ、このようなフェティシズムを単なる誤認と捉える見

方ではなかったか14。

換言すれば、第一の読み方が問題なのは、貨幣の第一の身体のみに拘泥して、第二の身体を見

ないからである。貨幣の第二の身体は不在の原因の痕跡であり、貨幣の完成形態から遡行的に分析

し、形態 Iまで至ることによってしか見出されない。物と物との関係は人と人との関係が物象化さ
れたものにすぎないと言うとき、人はフェティシズムを暴露しているのではなく、寧ろフェティシ

ズム (第二のそれ)に陥ってしまっているのだ。
第二の読みにおけるフェティシズムは、とりわけ、紙幣のような非物質的貨幣において顕著であ

る。そこでは、人々は紙幣の直接的交換可能性が紙の有用性や諸属性に基づくものでないことを十

分知っている。しかし、知っていつつも紙片を貨幣として用いるならば、直接的交換可能性を貨幣

の属性—但し、第一の身体の属性ではなく、第二の身体のそれ—と取り違えることになる。電子マ
ネーのような純粋に非物質的な貨幣でさえ、第二の身体に憑かれている。それゆえ、貨幣の第一の

身体が貴金属、紙、電子情報と徐々にその物質性を薄めてきたからといって、第二の身体の物質性

が弱められているわけではない。第二の身体の物質性は、流通すれば摩滅する貴金属よりも寧ろ非

物質的貨幣において純粋なかたちで現われている15。

12野口 [17]171頁における sachlichと dinglichの区別に即せば、前者は第一の読みに、後者は第二の読みに対応すると
言えよう。野口によれば、sachlich は persönlich に対立する術語であり、dinglich は使用価値としてある物体的性質 (属
性) を指している。

13アルチュセール [2]255 頁参照。この概念はラカン派の J.-A. ミレールに由来する。
14「一定の生産様式の基礎の上で物が受け取る社会的性格、または労働の社会的規定が受け取る物的性格を、単なる章
標だとするならば、それは、同時に、このような性格を人間のえてかってな反省の産物だとすることである。それこそは、
18 世紀に愛好された啓蒙主義の手法だったのであって、この手法によってその発生過程をまだ解明することができなかっ
た人間関係の不可解な姿から少なくともさしあたり奇異の外観だけでもはぎ取ろうとしたのである」(Marx[15]S.105-106、
訳 165 頁)

15貨幣の第一の身体 (流通手段) と第二の身体 (価値尺度) は、後者が前者によって代理-代表されるという関係にある。
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4 貨幣とイデオロギー

貨幣の第二の身体を看過して、単に第一の身体の変更によって貨幣を廃棄できると考える「労働

貨幣」(グレー)の試みに対し、マルクスは次のような問いを投げかけている。「労働時間が価値の
内在的尺度であるのに、なぜそれとならんでもうひとつの価値の外在的尺度があるのか？　なぜす

べての商品は排他的な一商品でその価値を評価し、こうしてこの商品が交換価値の十全な定在に、

貨幣に転化されるのか？」(Marx[13]S.67, 訳 106頁)。この問いを探求したのが価値形態論であり、
上述の如く貨幣の第二の身体とはそこから直接に引き出されたのであった。それゆえ、貨幣批判が

必要であるとすれば、それは労働貨幣の如く貨幣の第一の身体にではなく、第二の身体に向かわね

ばならない。

しかしながら、われわれの行論はここで一つの障碍に突き当たる。貨幣の問題を第一の身体にの

み還元すること、それは貨幣についてのイデオロギーであるといってよいが、それを批判すること

によって、われわれは貨幣を抗しがたいものに仕立て上げてしまったのではないか。あるいは、カ

ントロヴィッチが国王二体論を政治神学と呼んだように、われわれの思考も貨幣神学とも言うべき

ものに陥っているのではあるまいか。

この問題に答える前に、そもそもの議論の発点に立ち戻ってみよう。貨幣の第二の身体とは商品

世界の相似性=同一性を表現するところの貨幣の剰余を意味するものであった。言い換えれば、貨
幣は諸商品のユニークな物質性=差異性を糊塗し、それを横領して自らの剰余と化したのである。
それゆえ、貨幣とはアドルノの言う意味においてイデオロギーの一形式である16。

マルクス派の古典的イデオロギー概念—それは殆ど虚偽意識と同義語である—は、アルチュセー
ルによって決定的に転回されたと言える。アルチュセールによれば、第一に、イデオロギーとは

「諸個人が彼らの存在の現実的諸条件に対してもつ想像的な関係の表象である」(アルチュセール
[3]66頁)。第二に、「イデオロギーは物質的なイデオロギー装置の中に存在し、物質的な儀式によっ
て規則化された物質的な実践を規定し、そしてこの実践は、信仰にしたがって全く良心的な行ない

をとっている主体の物質的行為の中に存在している」(アルチュセール [3]73頁)。これら 2つから、
イデオロギーが現実的諸条件の単なる歪像ではないことが明確にされるとともに、その存在が物質

的な実践の中に正当なかたちで位置づけられたのであった。

さらに、アルチュセールは、2つのテーゼのいずれにおいても主体の概念が決定的な役割を果た
していることを看取し、次のように指摘した。「主体というカテゴリーはあらゆるイデオロギーに

とって構成的である」(アルチュセール [3]81頁)と同時に「あらゆるイデオロギーが具体的諸個人
を主体として構成することを機能としてもつ」(アルチュセール [3]82頁)。ここから引き出される
のが、有名な「呼びかけ」による主体の構成という機制である。

アルチュセールのイデオロギー的「呼びかけ」の難点については既に多くの指摘があるが、ここ

で問題にしたい点はアルチュセールが「諸個人は常に既に主体としてイデオロギーに呼びかけられ

る」(アルチュセール [3]90頁)と述べていることに関わる。アルチュセールの言うように、諸個人
が「常に既に」イデオロギーに呼びかけられており、また「イデオロギーは外部をもたない」(ア

この点は、沖 [18] 第 2 節において詳説されている。そこでは、二つの身体の代理-代表関係を価値形態 (価値尺度) におけ
る表現 Darstellung と区別するために、代表 Vertretung(代理 Verstellung) と呼んでいる。商品-貨幣関係において表現/
代表の機制は二重化しており、いわば入籠状をなすのである。なお、Darstellungと Verstellungの意味上の差異について
は、アルチュセール [2]254-255 頁を参照せよ。アルチュセールによれば、Verstellung はその後ろにいる何ものかを想定
しているが、Darstellung では背後には何もなく、それは「換喩的因果性」と言い換えられる。

16「同一性は、イデオロギーの原型である」(アドルノ [1]180 頁)。もっとも、アドルノの定義をイデオロギー一般に適
用するならば、イーグルトンが批判するようにそれは問題含みの概念となる。「その〔アドルノの〕イデオロギー観は、ポ
スト構造主義の理論家がよろこびそうな流儀で、すべてのイデオロギーを、形而上的絶対概念と超越的基盤に依拠するふ
りをするものと規定してしまう。だが、西欧資本主義の現実のイデオロギーの状況は、むしろかなり異種混淆的で矛盾した
ものを共存させており、『形而上的』ディスクールと多元的ディスクールとがさまざまな割合で混ざりあった混合体となっ
ている」(イーグルトン [4]269 頁)。しかしながら、それは貨幣に限定して用いられるならば、今なお有効である。
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ルチュセール [3]89頁)とすれば、われわれはイデオロギーに抗うことなど到底できそうにない17。

また、アルチュセールの「大文字の主体」を中心としたモデルは、「階級闘争の場」(アルチュセー
ル [3]41頁)というイデオロギー装置についての彼自身の定義に反して、単一のイデオロギーへの
従属を不可避にしてしまう18。

実のところ、われわれの行論もアルチュセールのイデオロギー論と同じ困難に逢着している。そ

して、このことは決して偶然の符合ではないのだ。アルチュセールの問題は、イデオロギーの外部

を認めず、かつ単一の「大文字の主体」を想定するところに淵源していた。そうであれば、われわ

れの行論に対する反省も同じ点から加えられなければならない。すなわち、貨幣の単一性とその外

部の問題である。

貨幣の第二の身体は商品世界の同一性の表現であり、また同一性は必然的に単一性を含意するの

だから、貨幣は定義上単一である19。貨幣はその単一性でもって特殊的欲求の対象としての諸商品

(素材的富)を同一化する。それによって貨幣は特殊的欲求の実現を延期するだけでなく、それを抽
象して自らの身体を富の個体化されたものとして、すなわち、一般的富として表わす。まさしくマ

ルクスの言うように「貨幣は諸商品のなかの神」(Marx[12]S.146、訳 241頁)であり、それはアル
チュセールの「大文字の主体」(やはり神に譬えられる)と同型の構造を有している。
しかし、類似はここまでである。アルチュセールにおいてイデオロギーは外部をもたないとされ

たが、これとは異なり、貨幣には外部がある。

貨幣は空間的外部と時間的外部の二つの外部をもっている。貨幣が商品世界の同一性を表現しう

るのは、それが価値を表現される立場から排除されているからであったが、それにも拘わらず貨幣

が価値を表現される契機が存在する。すなわち、一方で、世界市場において、貨幣は他国の貨幣に

よって価値を表現される20。他方で、貨幣が資本に転化するや否や、資本の運動のなかで Gは G’
によって不断に表現されるようになる。貨幣は本来的に外部をもっているのであり、商品世界はア

ルチュセールのイデオロギーのように安定した閉鎖体系ではないのである。そして、われわれが、

市場経済の神話に対抗し、それを変革する可能性を見出しうるとすれば、この点を措いてほかに

ない。

5 市場経済の神話とその変革

資本のグローバル化に伴って資本主義の不安定性が近年ますます増大してきたのは、そこが空間

的外部と時間的外部が交差する場所だからである。そして、この二つの外部が貨幣の本質的諸条件

に基づくのであれば、グローバル化の矛盾は決して貨幣の第一の身体の変更によって除去しうる弊

害ではない。それゆえ、資本のグローバル化の対抗運動は、貨幣の第二の身体にまで射程が及びう

るか否かによってその有効性を測定されねばならないのである。

17橋本 [6]208 頁参照。
18アルチュセールのイデオロギー論のこのような反動的性格は、Ransière[20] において指摘されている。ランシエール
の批判は主に「自己批判」以前の仕事に向けられているが、後期アルチュセールにも概ね妥当する。

19貨幣の単一性とは、貨幣の第二の身体のそれであって、経験的な貨幣 (第一の身体)の複数性を排除するものではない。
縦い、複数の貨幣素材が流通していたとしても、貨幣の第二の身体についてみれば、貨幣は単一である。マルクスの言うよ
うに、「法律によって二つの商品が価値尺度の機能を与えられている場合には、事実上つねに一つの商品だけが価値尺度と
しての地位を保つ」(Marx[13]S.59, 92-93 頁) のである。「様々な程度の流動性あるいはそれぞれに別々に変動しうる価値
をもった客体が、貨幣として機能する程度に応じてお互いに少しずつ重なり合っている」(ハイエク [7]62 頁) という認識
から、貨幣を名詞ではなく、形容詞として捉えるべきだと主張するハイエクは、この点を決定的に誤解している。

20このことは貨幣の単一性とは矛盾しない。貨幣の単一性とは流通圏内部での単一性であり、そうした流通圏が複数存
在することを妨げない。逆に言えば、流通圏とは貨幣の単一性と同義であり、一つの流通圏に複数の貨幣が存在するという
言い方は形容矛盾である。なお、国民国家は理論的には必ずしも単一流通圏ではない。
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