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J. R. コモンズの制度経済学の現代的展開〉

政治主権と貨幣主権
―― J. R. コモンズの著作からの一解釈――

ヴェロニク・デュトレーヴ，ブルーノ・テレ
（中原 隆幸 訳）
ヨーロッパの危機は，今日主権の紛れもない

著

2)

おける 20 世紀初頭の
「進歩の時代」 に関与し，

中枢と見なされるであろう，強大な金融のアク

労働法制や社会保障の領域における T. ローズ

ターたちに対して，政治的諸制度の間での諸関

ヴェルトのニューディール政策の枠組みにあっ

係が脆弱であるという現状を白日の下にさらけ

た，いくつかの方策から着想を得た。制度主義

出した。このことが，政治主権と貨幣主権との

者としての，彼が打ち立てたのは，個人にも社

間の諸関係を問い直すことの利点をわかりやす

会にも依らない経済分析であり，個人と社会と

いものにしている。こうした情勢の中で，これ

の相互作用を構造化する諸々のルールに依る経

らの政治主権と貨幣主権との結びつきをより一

済分析である。まさしくこうした展望に依るこ

般的に省察すべく，コモンズの理論的枠組みを

とは，諸行動と社会諸構造についての理解の中

動員することは興味深いことであると思われ

心を制度に置く，複数の社会科学の領域（政治

る。アメリカの社会学者であり，経済学者で

学，社会学，法学，政治経済学）において今日

あった，J. R. コモンズ（1862-1945）は T. ヴェ

広く共有されている。

ブレンや W. C. ミッチェルとともに，政治経済

その一方で，この著者は実質的な研究の展開

学における制度学派の創始者の一人である。今

を主権の諸形態の進化と，近代法治国家の生成

日同様，経済において金融の重要性がとみに増

過 程 の 研 究 に 費 や し た（ Commons [ 1899-

1)

していたことによって ，特徴付けられる時代

1900]）。そこにおいて彼が提示しているのは

の目撃者であり分析者であった，彼は合衆国に

（時に人類学的資源から供給される）歴史的生
成過程の図式であり，この図式は一般に特権化

１）歴史統計の進歩が示すところによると，経済にお
いて金融が占める（GNP から見た）ウエイトは，と
りわけアメリカの事例においては，今日 1920 年代
のそれとほとんど同じである。このウエイトは，そ
の後「U 字型」の軌道を描き，1950 年代あたりで最

されている規範的アプローチと断絶している。
このアプローチに従えば，
諸個人が原子化され，
あらゆる結びつきから「開放されて」いるとこ
ろの，アドホックな自然状態が与えられたあと

低水準（GNP の 2.5％）に達し，2007 年にかけて再

に，これら諸個人を国民に凝集化することに

び上昇して，1920 年代と同様の水準へと至ることと

よって，論理的に主権が演繹される。批判的で

なった。同様に，金融セクターは，1909 年から 1933
年にかけて，相対的に高い報酬を伴う，高度な熟練

２）進歩主義の時代については，1890 年∼1920 年の活

労働を利用するセクターであったが，その特徴はそ

力みなぎる時期を参照のこと。この時期を特徴付け

の後大いに緩和され，勤労者との相対的な報酬のひ

ているのは，社会的・政治的諸改革であり，それは，

らきは 90 年代までに縮まった。その 90 年代に金融

産業革命およびその革命から結果することとなった

は，再び高報酬と高い熟練をもつセクターとなって

諸々の社会的紐帯の緩解がもたらす諸々の激変に対

いる（Philippon and Resheff 2012）。

応したものであった。
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建設的でもある，政治経済学に対する彼の貢献

――社会諸関係によって構造化された社会とい

はまた，資本主義の中心的諸制度の一つである

う枠組みの中で，近代国家を特徴付けている主

と見なされる貨幣に対しても重要な地位を与え

権における二つの基盤ないし成因を構成してい

ている（Commons [1934]）
。コモンズは，貨幣

る。とはいえ，コモンズの貨幣についての諸々

を，人々が所有権を譲渡し合うところの，取引

の分析はまた，貨幣を，潜在的に競争的な，一

によって創造される諸債務の支払‐決済制度と

つの国家主権の中枢として見なすことをも認め

して定義している。政治経済学はそれ自身，貨

ている。

幣が産み出すこれらの取引と債務の科学として

われわれは最初に，コモンズの主権概念の政

表現されている。だが，コモンズはこれらの記

治的側面を述べることとする。彼にとって主権

述の中で，貨幣の問題を主権の問題と全く結び

とは，ある「実体」というよりもむしろ，社会

つけていない。本論文において，われわれが提

的諸制度の生成と変容の「過程」であり，この

示するのは，この関係を明確にすることであり，

過程に応じてその表現形態が変化する主権的権

われわれはそれを，これらのテーマがそれぞれ

威を通じて，社会的諸制度がコントロールする

切り離された形で掘り下げられているところ

諸々の様態である。この運動からもたらされる

の，コモンズの主要な諸テキストに基づいて行

結果およびそこから生まれる主権の近代的形態

う。この再現作業を通じて，
浮かび上がるのは，

は，法および法的諸制度の中に現れる。

強制が，そして「開放不可能な」負債という諸々

ついでわれわれは，諸々の資本主義社会にお

の紐帯が，支配的であった社会のその始まりか

ける主権と国家についてのコモンズ的概念の経

ら，諸社会の歴史を社会的暴力の媒介化過程と

済学的側面，すなわち金融化された取引ネット

して見るということである。われわれが示すの

ワークと債権‐債務の連鎖による資本主義社会

は，社会諸関係の「平定」というこの過程にお

の構造化へと進む。われわれが，コモンズの再

いて，これらの関係が，
「諸個人自身の力を使っ

読から考えるに至ったのは，制度としての貨幣

てではなく，世論の力ないし社会の力を通じて，

は，近代的主権の生成に直接関与しており，社

他者の行為に影響を与える（諸個人の）能力」

会統治の構成要素と見なしうるということ，つ

を支えている限りにおいて，法と貨幣が類似し

まりは司法的権力として主権に関与する固有の

3)

た役割を果たすということである（Holland ，

権力と見なしうるということ，
またのみならず，

ただし Commons『主権に関する社会学的見解』

信用貨幣という現代的な銀行権力の形態におい

Ⅳ，p. 546 からの引用）
。というのも，われわれ

て，貨幣が，自身のもつ経済的・象徴的力能お

の解釈では，コモンズが前面に押し出している

よび固有な社会的力のゆえに，政治的権力と断

「秩序と法の主権への導入」は，契約による債

絶しながらも，自ら主権の地位を要請する傾向

務の出現と相関しているが，その一方で彼は貨

にあること，である。

幣が契約上の債務から解放される可能性を指摘
しているからである。したがって，
法と貨幣は，
権威による――もっぱら法によって媒介された

Ⅰ

政治主権―進化的過程

――社会諸関係によって，また権威により許可

政治経済学への J. R. コモンズの貢献を特徴

された――もっぱら貨幣によって媒介された

付けるのは，彼の高著のタイトルである『制度
経 済 学 ―― 政 治 経 済 学 に お け る そ の 位 置 』

３）Holland E., Elements of Jurisprudence, 13 éditions
de 1880 à 1924.

（Commons [1934]，以下 IE と記す）に示され
ているように，諸制度が資本主義の機能分析の

政治主権と貨幣主権
4)
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中心にあらねばならないという思想である 。

としての所有が強制による専有に取って代わる

この著作の公刊と，
『主権に関する社会学的見

ということから帰結するもの――の中に，IE

解』
（Commons [1899-1900]，以下 SVS と記す）

において述べられた適正な資本主義の考え方

というタイトルで出版された７本の論文からな

――コモンズに従えば社会民主主義

る一連の著作の公刊との間には 34 年の隔たり

の本質的装置――の概要を見出すことができ

5)

がある 。これら二つの著作の狭間にある，
『資
本主義の法的基礎』
（Commons [1924]，以下
6)

7)

にとって

る。
われわれは，
コモンズの政治主権の概念化を，

LFC と記す) もまた，彼の理論的業績におい

SVS および最も重要な IE から始めて，四つの

て鍵となる要素を構成している。これら三つの

段階に絞り込む。第一段階では，われわれは，

テキストの対照からは，その持続性が確認され

大枠となる，主権の諸タイプについての，歴史

ると同時に，この著者の諸概念が徐々に進化し

的‐発生論的アプローチを示すこととする。こ

構築されたこともまた確認される。したがっ

の諸タイプはそのどれもが主権の近代的形態へ

て，諸制度は，主権の進化についての彼の社会

向けての進化の諸段階である。第二段階に当て

学的分析においてすでに中心的地位を有してい

られることになるのは，コモンズがこの進化の

たのであり，その分析において諸制度は「外部

動態の核心であると見なしていた，主権形態の

から押しつけられる機械的な諸組織ではなく，

様々な構成要素である。ついでわれわれは，彼

諸個人が互いに行動するところに従って定義さ

にとって論点であったものを検討しつつ，アン

れる様態（……）社会に対する個人の関係であ

グロ‐アメリカの文脈においてこの進化から帰

る」と見なされていた（SVS I, p. 4）
。だが，

結したもの，すなわち法と最高裁判所が社会的

SVS での制度の定義は，制度が「諸個人の活動

媒介の「最終審」の役割を受け持っていたとこ

を，制約し，解放し，拡張する集団的活動であ

ろの，司法的主権を探求することとなろう。最

る」（IE, p. 73）という IE における定義よりも

後に，われわれが見ることとなるのは，そうし

いっそう明確である。制度は，この IE の定義

た規格化は，コモンズが着想を得たジョン・

においては，より分析的で，抽象的な意味を有
しており，それは構造（組織）というよりもむ

７）彼にとって，古典的な，個人主義的で，諸々の政

しろ構造を突き動かすもの（集団的活動）であ

党に基礎を置いた，政治的民主主義は，不十分なも

る。同様に，われわれは SVS で展開された構

のであるように思われたのであり，彼は「経済へ拡

成的主権がもつ諸特徴――ある過程を通じて法

張された民主主義」が生じるかもしれないことを見
ようとしていたのだった。こうした経済民主主義に
ついては，IE で展開されている「適正な資本主義」

４）本論文では 1990 年に新たに公刊されたものを対

を参照されたい。そこにおいてコモンズは，
「自由

象としている。そのフランス語への翻訳が現在進行

と経済的保護をすべての人に拡張すべく」
，対立す

中である。

る経済的諸利害の間での集団交渉の原理を制度化す

５）これら７つの論文は American Journal of Sociolo-

ることに固有な構成的諸装置を検討している。留意

gy に掲載され，1965 年に，J. Dorfman の序文が付

すべきは，コモンズが「適法手続き」の中に，彼が

された，一冊の書籍にまとめられた。

「民主主義の精神」であると評価している，
「実験的

６ ）わ れ わ れ は こ れ 以 降，American Journal of

な」手法を見出していることである。なぜならその

Sociology への参照について，SVS I，II，III といっ

方法においては，諸々の共通ルールを定義するのに

た形で表記し，Institutional Economics への参照に

必要なウェイトがすべての事実や観点に対して与え

ついては，IE，Legal Foundation of Capitalism への

られるからである（それらの展開については，Baz-

参照については，LFC と表記する。

zoli et Dutraive, 2013 を見よ）。
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デューイと同じく，彼にとっても，主権が権力

は，主権について社会学的たらんとする観点で

に還元できるものではなく，根本的に「社会の

あり，この観点から彼は，家族，宗教，政治，

道徳的力」を表現するものであるという理由以

経済の諸制度からなる，社会における根本的に

外に，われわれには意味をもたないということ

別の諸制度と国家との関係が，時間の中で様々

である。

に変化することを検討している。彼が要求して
いるのは，政治主権の歴史的―発生論的アプ

政治主権の歴史的‐発生論的アプローチ

ローチであって，――ルネッサンスの時代から

SVS において，コモンズが展開しているの

始まり，もはや神の権威に準拠することなく，

１

図１

コモンズによる主権の社会学的アプローチ：進化の図式

‐

‐

‐

政治主権と貨幣主権
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世俗の基盤に依拠した，国家主権の土台を探求

なければ蓄積もない。集団的なものへの服従は

しようと努めた哲学者たちがまさにそうであっ

全面的であり，そこに個体性は存在しない。

たように――演繹的仮説法によるものでは決し

諸々の信念，表象，切望は，この段階では経験

てない。コモンズによれば，主権の性質と形態

的なものであり ，それらは具体的な全体性に

は，社会それ自身と社会の諸制度の変容に伴っ

支えられている。主権それ自身についていうな

て，歴史の流れの中でその関係を変える。彼が

らば，それは差異化されていない。氏族の長は

示している主権の進化の図式（図１を参照）は，

政治の長であると同時に，宗教上の長であり，

ハーバート・スペンサーの進化論的概念化の影

戦争における長であり，人と財産をもつ集団を

響を受けており，スペンサーに従うなら，社会

代表する所有者である。またそうしたことは強

は，その諸構成要素の複雑化や差異化を通じて，

制を通じて現れるのであり，この強制によって

またそれらの構成要素のコーディネーションの

彼は自らの構成員に対して影響を及ぼすことが

様態の修正を通じて，その複雑性が増大する，

できる状態にある。

9)

おさ

一つの有機体として発展する。こうした見方に
従えば，人間社会の全体性から，諸制度の漸進

封建的局面

的な，分離，特化，差異化が生じる。コモンズ

少しずつ――諸々の社会における――諸集団

が提示しているのは，部族的局面，封建的局面，
8)

の規模は増大し，人口上・経済上の制約が征服

絶対主義的局面，立憲的局面 という，連続し

や族外婚を押し進める。諸制度の差異化が発達

た四つの局面を含む，この差異化の過程を単純

し，各々の諸制度は自らの主権が及ぶ領域をも

化した壮大な社会の描写である。

つ。たとえば，家族においては，家長が常に自
ス

ィ

ヤ

ン

分の所有物=家族に対して（生死についての）絶
部族的局面

対的強制の権力（家父長権力）を行使するが，

この局面は人間社会の最初の時代に位置づけ

彼は同時にもはや宗教上の長でもなければ，政

られ，根本的諸制度（教会，家族，国家，所有，

治の長でもない。だが，コモンズは，
「諸制度の

経済）がいまだ差異化されていないことを主た

差異化は個々別々ではない。それらの制度は，

る特徴とする，組織によって特徴付けられる。

それらに特有な諸々の信念や切望からなる相互

家族，氏族は，あらゆる制度的機能（生産，再

作用を通じて，引き続き有機的に互いに影響を

生産，宗教……）を一つに束ねる，族内婚制に

及ぼし合っている」ことを明らかにしている

よる集団である。所有は集団的――それは集団

（SVS I, p. 7）
。したがって，そのとき家父長的

のあらゆる富（女性，子供，敵対集団の捕虜）

強制そのものは慣習という外的力によって緩和

を表象する人間たちに，
またいくつかの財産
（食

され，宗教によって調整される。この封建的局

料）に，具現化されている――であり，物理的・

面は，本質的に農業に基礎を置きながら，徐々

象徴的力により自らの権威を本質的に保持して

に商業へ基礎を置きつつある，経済的発展の初

いる族長によってコントロールされている。経

期のそれでもある。人口が諸資源に影響を及ぼ

済はほとんど発達しておらず，そこには交換も

すという制約は，稀少性を，またこれらの資源
を専有することの有用性を，意識させる端緒で

８）こうした壮大な描写では歴史的信憑性は対象とな
らない。重要なのは，われわれが以下の２で示すも

９）太字で強調されている諸々の用語の大部分は，コ

のとは別の諸要素の転換に関係する，主権がとる形

モンズが行った諸々の定式化に準拠したものであ

態についての進化モデルである。

る。

政治主権と貨幣主権

ある。コモンズは，この反省的思考の出現に，
10)
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「一個人である人間が，彼自身上位者に服従す

私的所有の起源を見ている 。そのとき諸々の

る地位にはないという理由で，上位に立ってお

主権は複雑に入り組んだものとなり，物理的力

り，また彼が社会全体を服従させることに慣れ

に基づく強制によって行使されるのであるが，

親しんでいる場合，この一個人はこの社会にお

その行使の争点は土地と人間（奴隷や農奴）と

ける主権者である」
（Commons の引用による，

いう有体財産である。部族的段階から継承され

SVS I, p. 2）
。

た諸々の階層性と専有における競争は，封建領

ところが，この絶対主義は，封建時代の諸慣

主たちと君主との間での主権の対立を導く。こ

習の自己充足性 によって特徴付けられる時代

の政治的に無政府的な局面はそのとき，所有の

と，近代の法のルールが支配的である時代との

コントロールや封建的強制の中央集権化を通じ

中間に位置する段階に過ぎない（Atkinson,

て主権を統合する，絶対主義的局面に徐々に

1998, p. 38）。立憲的局面と，それに続く，法治

取って代わられることとなる。

国家の構造化という局面が，国家によって潜在

プ レ グ ナ ン ス

的に行使される強制の社会的コントロールを通
絶対主義的局面

じて主権を行使する枠組みを確立することとな

そのときから主権は，
「諸々の私的取引から

るのである。

暴力を分離する，またわれわれが国家と呼ぶ組
織を通じて暴力を独占化する」過程として表さ

立憲的局面

れる（IE, p. 684）
。諸々の私有財産，封建的権

市場経済の発展に，またいくつかの集団が獲

11)

威による強制，家長による強制 ，その他の諸

得した経済権力の発展に伴って，国家は，組織

制度（宗教的なもの）は，あらゆる所有をも体

された集団に対する政治的・経済的諸権利を再

現する，君主によって独占される。それゆえ，

認識せざるをえなくなり，また主権のいくつか

これ以降，王は唯一の主権者，唯一の所有者で

の特権をそれらの集団に返還せざるをえなくな

あり，その暴力は唯一の法となり，まさしくこ

る。たとえば，イギリスにおいて，君主制は議

うしたことから封建的慣習の廃止が導かれる。

会制となることでしか続かなかったのであり，

したがって主権は至高の王という人物の下で，

封建貴族は主権における自らの持ち分を回復

またこうした形態の下で，統合されるが，こう

し，ついで拒否権を与えられたコミューンに合

したことはジョン・オースティンが与えた次の

流した。コモンズは，かくして近代的主権が，

12)

ような古典的定義に合致している 。すなわち

組織された集団と，互いに自制し合う統治の諸
機関との間での力の均衡という形態をとる，と

10）「稀少性とは相対的な状態のことである。土地の
私的所有は，諸々の土地が希少なものとなり，それ

考えており，このことはまさしく主権の定義そ
13)

のものへの秩序と法の導入

となって現れる。

らの土地の占有が生存の条件となるまで思いもつか

したがって，コモンズは，とりわけルソーが主

ないであろう。男，女，子供，諸々の道具の私的所

権在民の思想でもって擁護した（SVS III）よう

有においても事情は同じである。まさしく人口密度
の増大が活動領域全体において，次々と，稀少性と

12）J. オースティン（1790-1859）は「法的実証主義」

いう要素を意識させるのであり，こうした意識に基

および法の分析理論の創始者である。彼は命令の理

づいて私的専有が構成され，したがって社会的諸制

論の創始者として知られており，それによれば諸々

度の土台を確立するのである」（SVS I, p. 13）。

の法律は「主権的なるものの命令である」
。こうし

11）家族の構成員に対する暴力は違法行為となり，婚
姻は契約となる。

た概念化は自然権理論の強力な批判を構成してい
る。
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図２

な，一般的意思に由来するものとして主権を考

によれば，真の民主主義（適正な資本主義）は，

察していない。国家は，社会の上部に突き出た

社会においていまだ組織されていない諸利害が

ものでもなければ，場合によっては固有の実体

主権にも参加することを可能にする諸装置を必

であるかもしれない，人民の代表者でもないの

要とする。コモンズの注釈家が要約しているよ

であって，それは社会の諸階級間での一連の妥

うに，
「諸々の人間はなによりも同質的で漠然

協から帰結するものである。
「国家は，いわば，

とした社会的大衆のなかで生きている。そして

主権的意思の決定に際して協調性を獲得した諸

差異化が始まる。相異なる社会的諸集団が自ら

階級がコントロールする，強制的な社会制度で

を定義し，組織される。そこに根付くのは，存

ある」（SVS III, p. 363）
。まさしくこれらの階

在のための必要性と闘争から強制される，独占

級同盟の性質とその拡張こそが統治の形態を決

化と中央集権化という普遍法則

定する。かくして立憲的局面は，コモンズによ

して独占と中央集権化は分権化に取って代わら

れば，ますます内包的となる政治体制の様々な

れる。そのとき社会化と民主化が生じうるので

形態に応じて自ずと衰退してゆく，主権の進化

ある」
（Gonce, 1998, p. 82）。

からのある種の帰結点である。したがって，彼
13）法の役割は，引き続き以降の３において展開され
るが，そこでは，コモンズが IE で，アメリカの現代

14)

である。そ

諸階級に対応した，主権の形態と相異なる統
治の形態の進化を図示してみよう（図２）
。こ
れらの階級は「主権に関与」し，またアリスト

的主権形態において最高裁判所に与えていた地位を
通じて，
「構成的主権」の意味が明らかにされること
となる。

14）SVS, ただし Gonce（1998, p. 82）からの引用によ
る。
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テレスの類型論にしたがって，専制政治（唯一

や貨幣の飛躍的発展の中に，その起源が見出さ

人の人間による統治）から民主政（人民の代表

れる。貨幣の導入それ自身は，その質，価値が，

者による統治）へと進み，貴族政（エリートや

諸商品から分離され，正確な測定手段を与えら

世襲による統治）と金権政治（財産による統治）

れ，諸商品の具体的質よりも優位性を与えられ

を経由するが，これらの形態のそれぞれは多か

る限りにおいて，分析的で抽象的な過程であっ

れ少なかれ，立憲的主権と民主政へ向けての相

た」
（SVS III, p. 249）。

異なる変容段階に対応している。

したがって，経済と貨幣の使用とが反省的思

想定されているのは，主権についての，この

考発展の起源であるのは，諸資源の稀少性と，

一般的な歴史的―発生論的概念化であり，ここ

その稀少性が招く，生存への脅威とが，熟考を

に現れているのは，コモンズが主権の構成要素

促すからである。この発展はまた経済と統治形

と呼んだものであり，その構成要素は進化の過

態との間の結びつきを刷新し，そのことを通じ

程を分析する諸要素なのである。

て主権形態の諸々の変化にきわめて重要な役割
を果たす。したがって，反省的思考という媒介

２

自己意識，強制，所有に依拠した主権の動態

を通じた，経済的発展は，統治諸形態変容の原

コモンズによれば，経済的諸制約が引き起こ

因であり，なによりもその統治の力に基づいた

す自己意識の出現こそが主権の進化過程の中心

力能は，富と所有に基づく権力によって緩和さ

的要因であり，諸制度発展の起源である。人間

れるか，その権力に取って代わられる。より一

の思考の変容は，所有に関わる，新しい強制の

般的には，反省性はすべての社会的，経済的，

諸形態と密接に関係しており，これらの強制形

政治的諸制度の発展と変容の原因であり，これ

態が次に，主権を行使する様態を定義し直すの

らすべての諸制度は，その代わりに，個体性の

である。

発展を促進するのであり，したがって「文明化
された人間にとって，社会的諸制度は自己意識

自己意識

の条件であり，その表れである」
（SVS I, p. 5）。

われわれが論じている著者が，彼の時代の進

だが，自己意識と結びついた個体性の発展は，

化論的社会学とともに，
共有しているのは，
諸々

各々の社会から与えられ，それゆえ法律の発展

の人間社会の変容が，それらの社会の中で働い

を通じて緩和される，諸ルールによって社会的

ていた思想の諸形態の変容と結びつけられねば

に枠組みを与えられる。
「すべての人間社会に

ならないという思想である。経済的発展および

おいて，個々人の気まぐれは定められた限度の

族内婚諸集団内部での社会的諸制約の弛緩に伴

中でしか表現され得ない。諸々の慣例と法は関

い，人間たちは徐々に，
「具体的な全体性という

係の諸様式を他者に命じる。初期の社会におい

表現での経験的思考」から，
「本質的属性に基づ

ては，諸々の慣習，慣例，慣行，儀礼は硬直し

いた抽象的」思考へと（……）
，そして「全体性

たやり方で各々の個人をコントロールする。よ

から分離された特殊な側面を意図的に使用する

り進んだ社会においては，規約が定めるところ

こと」へと移行した（SVS III, p. 348）
。

による法が，
【社会】内部での行動についての一

「思考は経済領域においてはじまり，次いで

般的諸ルールを規定するのであるが，その諸

他の領域に広がる」。そして「思考は，新たな脳

ルールについての，個々人の意見の選択の幅は

の容量を必要とするのではなく，狭隘な，局所

大きく広がっており，そのような社会において

的で，部族的なコントロールとの突然の断絶の

は，個々人が同胞たちの寛大な処置だけで満足

中に，また農業や物々交換を犠牲にした商取引

しているので，強制にも，個々人の個別的信念
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その形態は生活における脅威に由来するもので
ある）。これと相関して，近代国家の形成は秩

所有，強制，秩序，法

序と法の漸進的導入に，また国家内部での暴力

SVS から会得される思想（Atkinson, 1998, p.

の独占化となって現れるが，この独占化は別の

37）とは，
「すべての諸制度は自らの起源を私的

諸制度からは分離される。つまり王による強制

所有の原理に見出す（……）そして私的所有は

という個人的権力は少しずつ公的なものにな

自己意識の（……）社会的表れである」という

り，ますます拡大する共同体が関与させられる

ことである（SVS I, pp. 13-14）
。国家は，すべ

ところの，立憲的過程を通じて法的に有効とな

ての諸制度としての自らの基盤をこの原理に見

るのである。初期の時代においては，自らの専

出すだけでなく，私的所有それ自身が基づいて

有を保全するための諸手段を確立するに至っ

いるところの，強制の原理にも見出す。初期の

た，自己意識の過程は，徐々に，共通利害を保

反省性の諸形態は，すでに見たように，資源の

全しようと努める階級意識へと変容する

稀少性から生じる諸制約に起因するのであり，

（Atkinson, 1998, p. 41）
。国家は相異なる社会

またこれらの制約を緩める手段とは，有益な，

諸階級間での統治の代

あるいは希少なものを専有すべく強制を行使す

的局面においては，非所有者階級をも取り込む

ることである。たとえばその強制のための道具

までに至ったのであり，この階級は，集団的な，

には，次のようなものがある。すなわち，
（見え

また部門別の諸階級利害の名の下で，主権を分

ざる諸力による厚情を呼び寄せるための）
物神，

かち合うべく組織されることに成功したのであ

動物たちを飼い慣らすことができること，およ

る。したがって，
「強制は，それが，私的コント

び奉仕を獲得することができる女性や奴隷，つ

ロールから，秩序と法という諸属性を獲得した

いで，土地の稀少性が農業および農奴身分の消

公的コントロールに向けて転換されるそのと

滅と一緒になって発展するときの，土地，最後

き，主権となる」
（SVS V, p. 683）
。法をもって，

に，産業が発展するときの，諸々の経済資産，

所有は，所有の権利となり，国家の扶助をもっ

がそれである。しかしながら，私的所有は，物

て他者の活動をコントロールする能力を授け

理的強制の直接的行使と同じものであるとは見

る。そのとき法は社会と近代経済における中心

なせない。コモンズ曰く，その強制はもっぱら

的な社会的媒介と見なされる。

パルトゥナリア

表 となり，民主主義

「予備の力」なのである（SVS II, p. 155）
。ここ
において，この強制は，明示的ないし暗黙の指
揮命令を構成しており，不服従の場合には危害

３

近代期―司法的主権
コモンズによれば，
法は特権的な手段であり，

を加えるという権力をよりどころにしている。

その手段を通じて主権は強制に枠組みを与え，

社会的発展の中で，強制は説得というより間接

秩序を確立する。しかしながら，われわれが論

的な諸形態をとり，所有を擁護すべく，むき出

じている著者は自然権の伝統には与しておら

しの力よりも効率的であろうところの，心理学

ず，彼による法の概念化は，人間の諸々の慣行

的影響力を行使する。制裁の諸形態もまた，次

として理解される諸制度の進化というアプロー

のように進化する。すなわち肉体上のものおよ

チを参照しており，その諸制度は「人工的淘汰

び排他的なものから，それらの形態は説得的な

の過程」に従って変化する。同様に彼は，IE に

ものになるのである（たとえば，奴隷から賃金

おいて長々と展開されている適正な資本主義の

労働者へ移行する場合，強制はもはや生命にお

輪郭について熟考する中で，アメリカの法廷が

ける脅威ではなく，雇用における脅威であり，

適正な価値を確立して，経済領域における対立
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を解消するために用いている諸々の原理はたし

のルールの性質ないし形態が，諸利害，つまり

かに，古典派ないし新古典派の経済学者たちに

国家によって擁護され，あるいは認められる，

よる価格理論よりも，
（その時々の公的目標と

その時々の諸利害全体を常に表現するものだか

結びついた諸々の妥協や裁定を含む，社会的な

らである（Medema, 1998, p. 106）。近代期にお

評価の過程と見なされる）経済的諸価値を，う

ける産業の発展と結びついた経済的諸利害は

まく説明することができると考えている。とい

諸々の法と自由についての定義に影響を及ぼし

うのも，コモンズによれば，法と経済は密接に

た。
「独占の高まりと中央集権化は，諸々の排

相関しており，彼の時代の資本主義は司法的主

他的制裁を強化しつつ，産業の私的所有者によ

権によって特徴付けられるからである。この司

る強制の権力を増大させた
（……）
しかし
（……）

法的主権は，活動している諸個人および・ある

社会の強制道具としての国家は，この産業的制

いは諸集団の間で法によって調整される，取引

度の様相を吸収する傾向にある。（……）国家

の体系として把握され，その体系の頂点に位置

は，それが家族や教会の枠組みとなるように，

づけられるのが最高裁判所である。

産 業 の 枠 組 み と な る 」（ Commons，た だ し
Medema, 1998, p. 107 からの引用）
。

法と経済の相関関係の中での主権

しかしながら，国家内部での経済的権力のこ

稀少性に基づいた，彼の経済についての概念

うした重要性にもかかわらず，コモンズはここ

化においては，財産を巡る諸々の対立を調整す

で，それでもなお，最高裁判所とアメリカ法の

るための諸々の法律だけでなく，より一般的に

体系構造に，各々の市民が主権へアクセスする

は相異なる経済活動の領域を構造化する法律も

道を見出している。

また，中心的な役割を担っている。たとえば，
あらゆる市場において存在している諸規則，財

司法的主権

産と諸々の契約を統治する諸々の法律，あらゆ

近代国家の発展を伴う，当時のアメリカの事

る種類の経済諸関係（雇用者・賃労働者，借り

例を参照する，われわれが論じている著者に従

主と貸し主，等々）に関わる法律，がそれであ

えば，主権はなによりも絶対主義的局面におい

る。こうした関係は二重の意味――相関関係

て，きわめて中央集権的な法に対応する行政形

――をもつ。なぜなら，一方で，全体的なルー

態を獲得し，ついで立憲的局面において，法が

ルとしての，諸々の法律は，経済諸活動におけ

議会に置かれるところの，立法的形態を獲得す

る発展の条件を制約し，方向付け，またその条

る。最高裁判所が立法的・行政的権力をコント

件でもあるからである。しかし他方で，富の生

ロールする，一つの権威から構成され，すべて

産とその生産に依存する諸集団の様態の変容

の市民に対して主権の一部を与えるとき，主権

は，法そのものを進化させる。したがって，商

は司法的なものとなる。そのとき存在するの

品化される可能性のある諸々の財産として，裁

は，主権の究極的――民主主義的――段階であ

判官に認められる，諸々の財の性質は資本主義

り，今度はその段階においては，大多数の市民

の歴史の中で進化する。財産は徐々に有体財産

に対する，国家そのものの，また官吏たちの，

から，無体財産（諸々の負債）へ，ついで無形

暴力が根絶される。したがって，「市民たち自

資産（将来の期待所得）へと拡張された。コモ

身は一定の限度内で主権者となり，立法者とな

ンズが，自律的領野に設立された経済と主権と

り，彼らと国家の官吏たちとの間に相互的な関

の間の媒介として法を考察しているのは，彼に

係が確立される。そのような関係は，ある面で

とって，法的ルールの存在ないし不在，これら

はこの官吏たちに対する従属的関係であり，他
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の面では市民に対してこの官吏たちが責任を引

存している。したがって最高裁判所は権威で

き受けるという関係である」
（LFC, p. 106）
。し

あって，主権的権力ではない。その権威は，そ

たがって，コモンズによれば，アメリカ憲法修

れがその他の諸権力よりも価値において上位に

正第 15 条は，象徴的なものである。その理由

ある限りにおいてのみ重要となるのであって，

は近代国家において，すべての市民は「主権の

その理由はその権威が「道徳的力」から与えら

一部」を獲得することができるので，
「市民たち

れるからであり，この力のおかげで，最高裁判

に固有な法と自由に，またすべての他の市民た

所は，その時代における社会全体の再生産を維

ちの各々の義務と責務に，集団的権力が価値を

持することができるのである。というのも，コ

見出す」からである（LFC, p. 105）
。最高裁判

モンズは，諸々の信念や欲求こそが主権の根拠

所は，諸々の対立がとりわけ自由と財産の定義

となることをほのめかしているからである。こ

という領域に向いているときになされる，諸決

うした信念のもとで，彼は道徳的完璧さという

定の合憲性を吟味するが，そこから理解される

思想において信念に中心的な地位を与えている

のは，法的輪郭が経済活動と関係をもつ中で進

が，そこでは，法の思想が，誤ったことに反対

化する，ということである。したがって最高裁

する公正さという意味において，主権に浸透す

判所は，個々別々に，
また国家の官吏たちの様々

るほどにまで，
中心的な地位を与えられており，

な階層性の水準において，適法手続きが実施さ

この思想は，次のような二つの形態の下で，
「名

れるよう，適法手続きによる分析的判例を構築

詞化」され，客体化されている。すなわち，世

する。この判例は「階層的な官吏たちの掌中に

論および彼が「大衆」と呼んでいるものに基づ

集約された，共同体の社会的力関係の状態」を

いた，倫理的秩序という法形態（法体系）およ

作り上げる（IE, pp. 694-695）
。判例は，分析的

び，権威により許可された表現行為であり，組

には「主権の物理的力を動かす単純な許認可」

織された社会の力に基づいている，まさに司法

に還元されるにもかかわらず，きわめて広範な

的な法形態とがそれである（SVS V) 。コモン

権力を掌握している。なぜなら判例は「市民た

ズは，
「秩序そのものは，個々別々の階級と全階

ちの実質的権力」の根拠となっているからであ

級を推進する，共通の信念に基づいてしかあり

り，この権力は，官吏たちに命令を下し，市民

えない」と考えている。彼曰く「主権的意思の

たちに有利になるように，公的力を動員する能

決定における相異なる社会諸階級間の協

力を内包しているのである（ibid.）
。

15)

パルトゥナリア

調

ライト

15）コモンズは「権利」という用語を次の三つの意味

４

主権の道徳的・民主主義的概念化

ここでコモンズが行っている解釈では，それ
にもかかわらず主権は権力に還元され得ない。
というのも，権力および社会的な力関係という

に分けて使用している。すなわちそれは，「不公正
さ」と対照的な，その用語の道徳的意味での「公正
さ」，「不当な」と対照的な，形容詞的なものとして
の「正当なもの」，世論ないし法律に依拠した諸権利
という意味での名詞的なものとしての「正義」，つま

表現で主権を分析することにとどまっていて

りは「世論ないし社会の力に依拠した社会的関係」

は，彼の司法的主権の思想や，そこで最高裁判

である。諸権利についての，こうした三位一体の構

所に上位の地位が与えられていることを理解で

造を分析するために，コモンズは，序章で引用した

きないからである。たしかに，最高裁判所は，
集団的に専有される権力ではなく，許認可の権
力に過ぎず，それは判決を執行するための行政
的および・あるいは立法的権力の良き意思に依

Holland による客観的な権利という定義を採用して
おり，それによれば「権利とは，人間が，自らの力
という手段のみならず，世論ないし社会の力という
手段を通じて，他者の行為に影響を与える，能力の
ことである」（ibid.）
。

政治主権と貨幣主権

95

は，その協調の力量と協同的権力とを発達させ

独占を掌中に収めている主権機関としての国家

た，これらの階級にとってのみ可能である。そ

の正当性は，そのとき道具的なものないし機能

うした力量は，最新の分析によれば，世界を支

的なものでしかあり得ないのであって，その正

配している見えざる諸権力の道徳的完璧さにお

当性は諸社会の歴史的連続性とその構成的諸価

ける信念に基づいている。
（……）他方で，指導

値を保障するのに必要な，諸々の対立のコント

的諸階級はそれ自身，総じて道徳的完璧さとい

ロールと調整に基づいている。それを実現する

う信念そのものを受け入れねばならない。そう

ためには，そうした主権は民主的なものであら

しなければそれらの階級は，
（主権への参加を）

ねばならず，そのための条件とは，国家権力を

熱望する階級の諸要求を理解できないであろう

掌握しようとする，官吏たちが主権を裁量的に

し，協調を前提に譲歩することはできないであ

用いないことである。それゆえコモンズが想定

ろう。それらの階級は，主権への参加を熱望す

しているのは社会であって，主権的なものとし

る階級に対して帝国主義ないし専制政治の下で

ての国家，つまり「
（……）古典派経済学者，新

は厳しい強制を課すことになろうが，真の国家

古典派経済学者，社会主義者，無政府主義者た

を特徴付ける相互的拒否権を，立憲的な統治形

ちが思い描いているものほどには大して支配的

態と和解させることはできないであろう」
（ibid,

ではない，集合的で裁量的な権力（でしかない）

16)

pp. 544-545) 。

国家そのもの」ではない。
「なぜなら国家と個

しかし，コモンズによれば，
「世界を支配して

人の間には，習慣，実践，世論，契約，慣習か

いる見えざる権力」
は自然の諸力でもなければ，

らなる錯綜した総体が置かれているからであ

神の諸力でもなく，社会の構成と進化という過

り，その総体は，国家活動のための代用物であ

程に内生的な，社会的な力である。物理的力の

ると同時に，きわめて御しがたい力でもあり，
その官吏の代表者たちが，何が何でも自らの雇

16）SVS I の冒頭で，またオースティンの（命令とし
ての）主権の概念化に関して，コモンズはジョン・
デューイのテキスト（1894）に言及しているが，彼
はそのテキストの内容を詳しく述べていない。とこ

用を守りたいと思う以上，その力を，最も強大
な国家でさえも支配することができないし，あ
るいは支配しようと努めることもない。
（……）

ろがこのテキストにおいて，デューイは次のような

その一方で，権利，義務，自由，脆弱さ（他者

二重の観念を示している。すなわち主権の土台とし

の自由に対する無保護）という根本的な社会諸

ての社会の道徳的力という観念，および社会的・政

関係は，国家に基づいているのではなく，大衆

治的諸制度における社会の道徳的力を表現すること

の，日々の諸習慣，諸実践，諸慣習の中にその

の必要性という観念がそれである。
「国家における

根拠がある」（Commons [1925], p. 376）
。最高

秩序の究極の基盤は（……）道徳である。
（……）主
ワーキング・ウィル

権，社会において作用する意思，は無限であり，そ
の意思は，国家がそうであるように，組織された諸

裁判所は，コモンズによれば，自らの主権的権
威という地位を，正確には，自身が慣習を体現

制度で表現されることを自ずと見出すときを除いて

し，それに現代性をもたせるという事実から引

は，多かれ少なかれ形のない願望でしかない。言い

き出すのであり，上位の権威は，法の形成につ

換えれば，国家を含む，あらゆる制度は主権であり，

いてのコモンロー・メソッドを通じた，新しい

道徳的ないし社会的に，組織された力である」
（ibid,

共通の諸実践の公式の許認可というやり方での

p. 43）。われわれには，この考えがコモンズが対象
としていた民主主義的概念化を余すところなく表現
しているように思われるのであり，その一方で彼は，
IE においてデューイの社会哲学との連続性をはっ
きりと打ち出しているのである。

判事による適正な選択のおかげで，進化する
（LFC, pp. 104-105）。
要するに，コモンズにとっての主権とは「人
間の紛争における物理的力の使用に関する，許
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認可，禁止事項，調整を変化させる過程」のこ

ば個々人の自己意識および所有の欲求の発展過

とであり，その過程は，所有の形態，強制の表

程という要素は，ロックの見方に，つまり物々

現行為，統治の形態，人間による反省性の形態

交換の寓話のそれにきわめて近いのであるが，

という，その過程の「諸構成要素」の共進化に

貨幣は IE においては完全な制度の地位を獲得

依存している。以下の表１は，この過程の相異

して，国家と市場経済との間の相互作用の媒介

なる局面に応じた，主権の諸形態と，その「構

となっている。別言すれば貨幣は，主権（の秩

成要素」の，諸特徴を要約したものである。

序）に関係するのであり，またそこにおいて自

この社会的進化についての見方から生じるの

らの進化と資本主義の進化の流れに影響を与え

は，法が近代的主権の構成的要素となる，とい

る道具＝機関となる。この論点に到達するまで

うことである。その要素は道徳的権威を具現す

に，コモンズは政治経済学の目標そのものを再

るのであり，その権威は，社会諸階級間の協調

定義するという幕間をもつこととなる。という

を通じて構築される秩序という枠組みの中に，

のも，IE 以降貨幣は，彼がクナップから借用し

自らの強制を組み込む（SVS IV）
。われわれが

た見方に基づいて，債務の支払制度として考え

次章において見ることとなるのは，取引につい

られているからである。その制度のおかげで，

ての分析と貨幣制度の概念化を拡張するのに，

長期の進化過程という条件の下で，人間は「弁

この分析を動員することができるということで

済の」支払いを通じて自らの債務から解放され

あり，その分析と概念化の中で，コモンズは貨

得たのである。したがって「貨幣とは，その近

幣主権の形態と，その形態が政治主権と結びつ

代的意味において，諸取引を通じて作り出され

いている諸形態とを展開しているのである。

る，債務を創造し，譲渡可能にし，解放すると

オ

ル

ガ

ン

いう社会的制度である」
（IE, p. 513）
。IE の「未

Ⅱ 貨幣主権の諸形態および政治主権と
貨幣主権との結びつき

来志向性」と題された章において，彼は貨幣と
価値の取引について自らの理論を説明してい
る。そこで彼が明らかにしているのは，所有権

取り上げられる，進化の一般的モデルにおけ

の移転からなる自身の制度経済学は，債務の政

る貨幣の地位とその位置づけは，SVS と IE の

治経済学でもあり，その政治経済学は，貨幣的

間で大いに修正されている。ある見方からすれ

連鎖によって織りなされているところの，諸社

表１

主権の諸形態とその諸特徴

主権

統一された
差異化された

封建制→絶対政

立憲政

司法的・適正な

統治

全体主義的

貴族階級による

金権政体

民主主義的

強制

直接的
力による

直接的
慣習による

間接的
秩序と法による

均衡的
秩序と倫理によ
る

所有

集団的専有
（人間）

有体的世襲的
（財・土地）

移転可能
無体的
（債務・資本）

非実体的で無形
的
社会化されてい
る

知性
反省性

経験的
全体性

抽象的
分析的

諸階級による自
己意識

すべての組織さ
れた利害による
自己意識
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会における経済的織物の横糸を構成している。

代わられる ，まさしく公的力能の本質そのも

したがって，
「政治経済学は個人の自由につい

のであるところの割当取引という，概念装置か

ての科学となるのではなく，債務の創造，その

ら当然考えられるのは，この「還元＝単純化」

譲渡可能性，その解放，その稀少性についての

が，IE が書かれた時期の直接的な争点と結び

科学となる」
（IE, p. 390）
。債務の概念は IE に

ついているということである 。というのも，

おいては，貨幣を，主権の属性として考察する

IE の思考体系からは，主権の理論と貨幣理論

ことを可能にするのであり，秩序の概念として

とのより緊密な統合を考察することが可能であ

の全体的なるもの（効果的な諸ルールの総体）

り，われわれは以下でこのことを考察しようと

のおかげで，秩序の概念に法を加えることが可

するからである。最初に，われわれが明らかに

能になる。そのように述べたあと，
コモンズは，

することとなるのは，第一部で見た政治的諸形

自身が SVS において法に対して行ったように，

態の進化の段階と，貨幣が支払制度であるとこ

貨幣を近代的主権についての自身の定義の中に

ろの，債務の諸形態の進化との対比が可能であ

明示的には組み込んでいない。彼は，なにより

るということである。第二に，われわれが問う

も商業債務を解放することに充てられる民間銀

こととなるのは，貨幣の制度的性質をどのよう

行の信用に言及することでしか自らの「貨幣の

に解釈するのか，つまり貨幣は，SVS でコモン

取引理論」を展開していない。こうしたことは，

ズが論じているような，
「原型となる」大制度，

もしかすると近代貨幣は銀行システムにおいて

すなわち国家，教会，家族，経済的所有と同様

純粋に内生的であるかもしれないことを，した

に，完全な社会的制度であるのか，ということ

がって政治主権に対して外在的な関係にあるか

である。それは単なる機能的な制度であり，そ

19)

17)

もしれないことを，ほのめかしている 。それ
にもかかわらず，彼にあっては通貨政策の必要
性が示されており，
それは明らかに本質的には，
経済的・社会的・政治的安定性に対して銀行資
プライヴェート・パーパス

本主義の私的合目的性（私 的 目 的）が与え
る有害な作用を修正する，一般的な公的合目的
パブリック・パーパス

18）コモンズが（IE において）諸取引の類型論から経
済諸関係の概念化を提示していることを忘れるべき
ではない。その類型論は，個々人の行為と選択から
始めて社会諸現象の分析へと向かう経済的概念づけ
に対する代替的なアプローチを前提としている。彼
にとって，ある行為はある取引の結果であり，その

性（公 共 目 的）の追求に関するものである。

取引は常に，直接的に諸財ではなく，それらの財の

交渉による経済と，その経済に資金を供給する

所有権を移転する社会的諸関係である。それらの取

銀行の信用貨幣とが支配的であるとき，貨幣は

引は，交渉，管理，割当という３つのタイプからな

そこにおいてもはや，例外（たとえばインフラ）
を除いて，主権的権力行使に固有な道具であら
ねばならないとは見なされない。それにもかか

る。最初の取引は交換と交易に，第二のそれは生産
に，第三のそれは，取引からもたらされる「諸々と
負担と便益の割当」に関わっている。その一方で交
渉および割当取引は，それらがその取引の際に貨幣

わらず，コモンズが展開している概念装置のす

によって評価され，価値実現されるという点で，管

べて，つまり諸債務と諸取引の多様性に取って

理取引とは区別される。これらの取引は，成果によ
る債務（所有権が移転されるところの諸財を，現実

17）したがって，彼は，ポストケインズ派の内生的貨

に作り出し，仕上げ，提供し，受け渡しすること），

幣供給理論の先駆者であったと見なすことができよ

貨幣によって調整が可能になる支払による債務，と

う。この点は Gillard（2001, p. 155）の指摘による。

いう二つの相互的債務を産み出す。

コモンズとケインズの関係については，Whalen

19）同じタイプの「還元」は，
『貨幣論』におけるケイ

（1993），Tymoigne（2003），Thabet（2009）を見

ンズと比べて，
『一般理論』におけるケインズに見出

よ。

される。
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れゆえ主権的地位に昇格させることができない

いるが，そこではこれらの段階は，彼が 30 年以

ものなのであろうか？

第三に，提起されるこ

上前に SVS で提示した，主権の進化の様々な

ととなるのは，コモンズが提示した貨幣の取引

局面とはっきりとは結びつけられていない。そ

理論である。重要になるであろうことは，主権

れにもかかわらず IE は，ほぼ全面的に SVS の

との関係において貨幣の両義性を，債務の諸形

アプローチを承認しており，二つのテキストを

態の二重性（解放可能な債務・解放不可能な債

分け隔てている期間に適用された司法的主権の

務，権威により許可された債務・権威となる債

概念によって，そのアプローチを補完するにと

務，契約による債務・後見的債務）から，また

どまっている。主権についての，この社会学的

債務を創造し再生産する，貨幣的諸取引（交渉・

アプローチに従って，コモンズが提示している

割当）から，検討することである。

のは，そうすることによって「18 世紀が自由と
理性についての独創的な状態であったという幻

１

政治主権から通貨主権へ――コモンズが気

想を打破することであり，実在のものでありな

付いていない論点？

がら，それぞれの段階で抵抗を受けた諸段階を

われわれは，いかにしてコモンズが，経済的

提示することであり，これらの諸段階を踏むこ

発展を，とりわけ貨幣の出現を，最終的には民

とによって，従属階級の諸実践や目標から始ま

主主義的形態へ進化する主権の漸進的構築に至

る，解放可能な諸債務が近代資本主義の土台と

る，社会的・制度的差異化過程の源泉および原

なった」ということである（IE, p. 390）。した

動力としたのかを，見てきた。だが，こうした

がって彼によれば，
「大多数の人間は解放不可

ことは，われわれが論じている著者にとって，

能な諸債務という状態の中で生きており，これ

政治的なものに対する経済的なものの，特異な

らの債務を，生涯を通じて解放可能な諸債務に

意味での，確定が重要であることを，意味して

徐々に置き換えることで，自由に到達する，と

はいない。実のところ，彼が考察しているのは

言 う 方 が，歴 史 的 に は よ り 正 確 で あ ろ う 」

まさに，主権の動態と経済的進化とが互いに依

（ibid）
。

20)

存し合っているという関係なのである 。権威

明らかに，コモンズにとって，解放不可能な

と主権的諸権力は，その代わりに，主権へのア

債務の状態を特徴付けているのは部族局面であ

クセスから排除された社会諸集団がそこに徐々

り，また諸債務の解放過程と，主権の構築過程

に参加し，したがって経済の発展に影響を及ぼ

および諸々の私的所有権の拡張過程とは同時に

し，経済的生活条件を改善しようとして獲得し

生起し，相互的関係をもつ。というのも，彼に

た諸権力を利用するにつれて，諸権力の集団的

とって，解放可能な諸債務の発展を特徴付けて

活動を通じて，経済的発展にも順応する。政治

いるのは，①債務の譲渡可能性が制定された，

主権の諸形態の進化が経済的発展に与える，こ

したがって無体財産の諸権利が認められた時期

うした相互作用によって，経済的発展それ自身

（17 世紀末）と，②無形資産がアメリカの最高

は一連の段階に区切られる。コモンズは，『制

裁判所によって認められた時期，つまり現在に

度経済学』
（IE）の中でこれらの段階を述べて

おいて交渉可能な，将来の所得に対する諸々の
所有権が法的に認められた時期（19 世紀末），

20 ）こ の 点 に つ い て の 詳 細 に 関 し て は，た と え ば
Bazzoli（1999）および，Chaiers d’économie politi-

という二大時期だからである。諸々の私的所有
権についての，この二つの拡張およびそれらに

que, n°40-41, 2001 の特集号「ジョン・コモンズの読

関連する貨幣の諸変化は，主権の諸形態そのも

解」を見よ。

のに影響を与える，政治的変化を伴うもので
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貨幣―それは，原型となる制度なのか，政
オ

ル

ガ

ン

に確立され，イギリスにおける 1689 年の名誉

治主権の単純な機関＝道具なのか，それと

革命によって主権が私有財産から分離されたそ

もそれ自身主権なのか

のときに初めて飛躍的に高まっている（IE, p.

すでに序章で言及したように，制度の定義は

393）
。アメリカにおける主権の司法的形態への

SVS と IE の間で進化している。SVS において

移行は，その形態に関していうならば，1890 年

は，それは，家族，教会，国家，経済的所有の

から無体財産の承認において最高裁判所が果た

ようなタイプの「原型となる」大諸制度に，ま

していた中心的な役割をよりどころとしてい

た産業同業組合や政党といったタイプからなる

21)

副次的な秩序という諸制度に，関わっている。

る 。
その一方でコモンズは政治主権そのものが貨

この最初の，制度についての理解の枠組み，と

幣の使用を前提しているという考えを取り入れ

りわけ制度が，信念や欲求に基づいた，組織さ

ている。行政機関のような，公的諸権力は，資

れた道徳的・社会的力であるという理解の枠組

本主義的企業同様，様々なタイプの取引によっ

みにおいては，法も貨幣も諸制度であるとは見

て構造化され，またその取引に関係する，現役

なされてない（SVS I, p. 4）。IE においては，コ

22)

であり，それらの取引は，物

モンズは反対に名指しで貨幣を制度として定義

理的および・あるいは道徳的人格の間での負債

している。しかしながら，彼は，なにをもって

の諸関係を産み出すが，その再生産と反復を可

貨幣が，彼の制度の（新たな）定義であるとこ

能にするには貨幣という媒介が必要である。し

ろの，制度が制約し拡張する個々人の活動をコ

たがって主権は自らの取引による経済をもち，

ントロールする集団的活動であると見なされう

その経済において諸々の割当取引（諸資源の中

るのか，について説明していない（Dutraive et

央集権化と再分配）は適切な論理に従って貨幣

Gloukoviezoff, 2011）。それゆえ，これらの概念

を支配し，それを動員する。さらに主権は，
諸々

化が，ある制度として理解される貨幣と制度化

の私的所有権が経済領域で交換されるところ

の一つの過程と見なされる主権との間の関係の

の，諸々の交渉取引を権威により許可する（ま

解明を可能にする制度の概念化と，どのように

たそれを制約したり拡張したりする）ために必

異なっているのか，またどれくらい矛盾してい

要な権威を掌握する。そして諸々の私的所有権

ないのかを解釈するのは，われわれの役目であ

の法的承認が，それらの権利の人格間での交換

る。われわれが議論しようとしている解釈は次

の際に，それらの経済的価値を貨幣的に承認す

のとおりである。第一に，貨幣は原型となる制

ることを伴うとき，これらの権利を保障する主

度と見なされうるのであり，また物理的力の独

権的力能もまた，これらの取引において動員さ

占の原理に取って代わる，ないしそれよりも階

れる貨幣に対する権威を掌握する。

層的に上位に位置する，潜在的な主権の原理と

の経済的諸集団

見なされうる。貨幣は力能をもつ一つの主権と
して理解されうるのであり，その主権は，とり
21）コモンズが「私的所有と主権は所与の社会に現存

わけ貨幣が銀行形態をとる場合，政治主権と競

する強制という全体性を同時に構成」
（SVS VIII，p.

合する。そのとき貨幣は，道徳的・社会的力を

81）し，したがって【私的所有権と主権のうちの】
一方の拡張は他方を犠牲にしてなされる可能性があ
る，と考えていたことを忘れるべきではない。
22）それと同じく諸々の企業もまた政治的システムと
見なされる。

独占する，
銀行制度と一つになる。第二に，
諸々
の法が，個々人の活動を制限するないしは発展
させる集団的活動という二つの様態である限り
において，またそれらが政治主権の行使に枠組
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みを与える秩序の創設者である限りにおいて，

求，そしてここでもジンメルの表現に従うなら

貨幣は法に近接するものとなりうる。そのとき

ば「浪費と吝嗇」
，あるいは全く単純に社会諸関

貨幣はそれ自体として主権的権威を全くもたな

係を発展させることができるという欲求

い。なぜなら貨幣は政治主権の行使に関与する

また，この心理的原領域に関わっている。貨幣

限定的な調整的権力に過ぎないからである。

の物質的諸基盤とは，諸々の支払いの道具（金

24)

レジストル

も

属，諸々の券という紙切れないし会計簿，電磁
原型となる制度としての貨幣

的記録）であり，それらを製造・廃棄する技術，

SVS において，コモンズが明らかにしている

それらを流通させる技術である。最後に，貨幣

のは，制度の各々が，個人から社会へと至る三

の組織的諸基盤とは，様々な支払手段が循環す

つの次元をもつ，一つの関係であるということ

るところの，
ネットワーク―流通の総体であり，

である。「第一に，ある制度はすでに受け入れ

システム全体の安定化を可能ならしめるよう

られている信念の集合体であり，その集合体が

に，これらのネットワーク間での諸々の交換を

子供の頃から個人の欲求に精彩を与え，それを

組織する，諸ルールである。明らかに，SVS で

23)

形成する 。第二に，それは，こうした欲求の

コモンズが検討した物質的諸制度としての，近

充足を目指す物質的生産物の一群である。第三

代的制度においては，
「諸々の共通の信念およ

に，それは，個人の他者への同調を定める組織

び欲求は生気をもたらす力であり，制度内部で

である」
（SVS I, p. 4）
。ところが貨幣はまさし

の能動的な力である。諸々の物的生産物は制度

く諸個人を社会に結びつける，一つの関係であ

が自然に対する命令能力を表している。組織は

り，われわれは，この三つのものからなる制度

制度にその統一性を，また自然に対する命令能

の定義を，一方では，編入された状態，客体化

力を与える」（SVS I, p. 8）。したがって，SVS

された状態，制度化された状態という，
「これら

における諸制度の定義と貨幣との間の同形性か

三つの状態」
（Théret, 2008）と呼ばれているも

ら導かれるのは，貨幣を，国家と同水準にある，

のの中に見出す。これら三つの状態はそれぞ

また社会的秩序の組織化にとって国家と競合す

れ，貨幣が計算システムであると同時に，物的

る主権的地位へアクセス可能な，原型となる制

財のシステム（事物としての貨幣）であり，そ

度と見なすことである。

マ

ネ

ー

シ

ン

グ

ス

の全体の中で貨幣システムの持続可能性を組織
する，ルールのシステムでもある，という事実

「法」としての貨幣

に関わっている。貨幣の心理的諸基盤は「社会

IE において制度は，相異なる取引者たちの

的な信仰」であり，次のようなジンメルの表現

権利と義務のそれぞれを定義することに，また

に従って，貨幣は，その信仰を引き出す。すな

取引において移転される諸々の私的所有権の価

わち，計算方法と計算単位の選択，ついでこう

値に，関わる諸々の対立から得られるある秩序

した心理的準拠の単位に依る安定性への信頼，

の構成を可能にするものである。集団的活動は

最後に，貨幣システムを正当化し，そのシステ

諸々の対立を調整し，諸取引が反復され，構造

ムに社会的・道徳的力を与える諸価値における

的特徴を獲得することができるように，協業を

信念，がそれである。流動性選好，お金への欲

維持することを可能にする。こうした語義を踏
まえて貨幣を一つの制度と見なすことから導か

23）
「諸々の社会的信念は，個人の諸欲求に形を与える
ものである一方で，
（……）制度に命を与える運動に
おける力である」（SVS I, p. 4）。

24）これらの点については，Zélizer（2005）および
Orléan（2008）を見よ。
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れるのは，次のような政治的諸次元を強調する

貨幣の定義から検討されうるのは，政治主権の

ことである。すなわち，創設される貨幣的秩序

機関＝道具としての，貨幣権力が，社会に対す

の組織的構成のあり方――銀行システム――お

る債権を創造し，その債務がどのようなもので

よび通貨体制と通貨政策という諸次元，がそれ

あれそれを支払う究極の権力である，というこ

である。貨幣における信任の根拠となる諸々の

とである。社会の力が法の媒介によって行使さ

信念と欲求は，支払手段がとる具体的諸形態と

れるある主権の構成要素となるのと同様に

同様に，副次的側面を経由する傾向にある。コ

（Dewey, 1894），この貨幣の力もまた，それが，

モンズは，単に貨幣が一つの制度であると述べ

他の人間に影響を与える力能を，その力の保有

ているに過ぎないけれども，彼はわれわれに，

者たちに与えることができるという理由から，

貨幣が債務の支払制度であり，債務を解放する

貨幣でもって表現される（この点については，

制度であることを教えている。こうしたことか

Lordon et Orléan, 2008, Orléan ; 2008 を参照）
。

ア ー キ テ ク チ ャ

オ

ル

ガ

ン

ら導かれるのは，貨幣に関して，集団的活動の

最後にコモンズの貨幣の取引理論を終えるに

中に，道徳的次元での社会的力である，貨幣権

あたって，われわれは，上の考えから若干の結

力の活性化を見出すということである。という

論を引き出し，その理論によっていくつかの貨

のも貨幣は，債務を解放する権力を有するから

幣主権の形態を，またその形態と政治主権との

であり，そしてその結果として，債務の解放を

接合についてのいくつかの様態を理解すること

それにもかかわらず最終的に疎外することを前

ができるということを，示そう。

提にしない相互的債務からなる諸関係の発展
を，権威により認可する権力を有するからであ

３

貨幣の取引理論と近代貨幣の二重性

る。したがって貨幣的制度は（マクロの通貨政

コモンズが IE において提示しているのは，

策という枠組みにおいてだけでなく債権者・債

――彼によれば社会の経済的実体を構成する

務者からなる様々な集団の戦略的活動という枠

――諸々の取引と債務の諸形態の分析図式であ

組みにおいても）集団的活動であり，この集団

り，この図式のおかげで，貨幣に関して，私的

的活動は，社会的・道徳的な貨幣の力を保有す

な権力と公的な諸権力および諸権威との諸関係

る，個々の（私的でもあり公的でもある）者た

を考慮して，貨幣諸形態の多元性を検討するこ

ちによる諸活動を制約し，刺激しなければなら

とが可能になる。この図式は以下のように示す

ない。しかしこの貨幣の力の性質とはどのよう

ことができる。支払手段という貨幣の物質的表

なものであるのだろうか？

その力は，とりわ

現において理解される，諸債務の支払制度であ

けそれが説得に還元される場合，物理的力を屈

る，貨幣は次の二重の必要性と関連づけること

服させることができるのだろうか？ あるいは

ができる。①「租税のような，国家に依る義務

その力が，私人たちの手にゆだねられることに

的諸債務の支払いという必要性」
。この義務的

なれば，それは社会にとってあまりに危険なの

諸債務はまた権威による債務とも呼ばれるもの

でその力を独占し，公人たちの手に譲渡する必

であり，それはより一般的には割当取引という

要があるのだろうか？ こうした見地からすれ

原領域に属するものである。②「市民間での，

ば，貨幣は，国家，家族ないし教会といったタ

あるいは市民と国家の間での自発的諸債務を支

イプの（第一等の）制度というよりもむしろ法

払うという必要性」
。というのも市民たちは
「私

と同タイプの，それゆえ単一の権力機関＝道具

的人格として振る舞い，
市場において売買する」

を構成することができる，社会的資源と見なさ

からであり，それらの債務は，これらの人格の

れる。したがってコモンズによる制度としての

上では，交渉取引の産物だからである。これら

オ

ル

ガ

ン
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の自発的債務は契約によるものであり，
「慣習，

的必要性である」ことを強調している（IE, p.

コモンロー，成文法が定めた諸ルールによって

464）。そして彼は，「租税の支払諸手段および

枠組みを与えられる説得からもたらされるもの

債務の支払諸手段という二つの合目的性は全体

である」。したがって，それは，私的エージェン

として作用するが，歴史的にはそれらは別々に

トの間でのものではあるが，公的諸審級を通じ

進化してきた。（……）私的諸債務の諸々の支

た信任という条件の下で，権威により許可され

払手段は租税という支払諸手段から分離可能で

た諸債務である（IE, p. 463）
。

ある。国家が租税という支払手段の存在を布告

この二重の図式が提示されているにもかかわ

することは，私的諸債務の支払手段として布告

らず，コモンズが貨幣および価値（ないし価格）

されることを『論理的に』さえ必要としない」

の取引理論に費やしている IE の諸節は，本質

と考えている（IE, pp. 464-465）。それゆえコモ

的には，それ以降経済理論に特化した狭い意味

ンズの理論的見地において，貨幣はその見かけ

での近代貨幣に当てられている。というのもこ

以上に大まかなものであることは明らかであ

れらの諸節では貨幣は，諸々の交渉取引と，貨

り，その見地は，国家の貨幣を循環させる上で，

幣のおかげで消滅させることができる解放可能

公的資金調達の循環（
「最上位の支払共同体」）

な契約上の諸債務とに関連づけられているから

に固有な論理を考慮に入れることをアプリオリ

である。だからといって，コモンズは，一般的

に全く排除していない 。反対にその見地のお

な債務支払制度としての貨幣によって，解放可

かげでいくつかの通貨体制の組み合わせを検討

能な諸債務が調整可能になるだけでなく，諸々

することが可能であり，その見地はこれらの相

の割当取引に関わる権威による諸債務が合法的

異なる体制に必要な諸制約を提示しており，ま

に支払われうることをも，否定しているわけで

た貨幣主権と政治主権との間に対立が存在して

はない。しかし彼はこうした点を副次的なもの

いることを指し示しているのである。

26)

と見なしており，信用貨幣がこうしたことに影
響を及ぼしている，と見ている。彼は，債務と
いう名称を解放可能な諸債務に対してだけ保持
することを，また解放不可能な権威による諸債
務の総体に，租税という新しい名前を与えるこ

25）「クナップは，『支払手段』を支える制裁として，
租税のような，国家による義務的諸債務を支払う必
要性に第一の重要性を認めている。次いで，法貨で
支払われるべき，市民間での，ないし国家と市民の

とを決意するにまで至っている 。そのとき公

間での自発的諸債務に，第二の重要性を認めている。

的貨幣は，私的諸債務の決済における自らの役

われわれはその第一のものを，国家による義務的諸

25)

割を通じてしか考慮されないのであって，また
そ の 貨 幣 が，国 家 そ の も の の 再 生 産
キーピング・アゴーイング

（持 続 的 進 行）の条件である，諸々の公的な

債務型としての，租税と呼び，第二ものを，自発的
諸債務型としての，諸債務と呼ぶが，そこには国家
が私的人格として振る舞い，市場において売買する
場合の国家による諸債務が含まれる」（IE, p. 463）。

資金調達を，構造化する割当取引の拡張と「反

コモンズは，チャーチスト運動の創始者であり，自

復」を可能にする限りにおいてしか考慮されな

身にとっては税が通貨発行における主要な源泉であ

い。

ると見る，クナップに反対して，そうしたことが論

しかしながら同時に，コモンズは，
「国家によ
る諸々の必要性ないし政策が私的諸債務の支払
い以外の目的に対して支配的であるならば，そ

理的に正しいものであると見なされうるとしても，
それは歴史的に変化するものであり，また「信用制
度が共同体において支配的になるとき（……）支払
手段は，課税を支払うという必要性よりも諸債務を

のとき私的諸取引の支払手段として用いられる

調整するという必要性によって認められる」（IE, p.

であろうものを強制するのはこれらの特別な公

464），と考えている。
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際に，それらの移転を行う上でのルール（ワー

それゆえ，
（IE, p. 510 および SVS の）コモン

キング・ルール）を経由して，財，債務，将来

ズの貨幣の取引アプローチを，割当取引に関わ

の所得の，諸価値を決定する。その結果，貨幣

る，解放不可能な諸債務にまで拡張することで，

の諸形態および諸ルールこそが，交渉および割

そのアプローチの基本的精神に合致させねばな

当取引に固有な諸論理の枠組みでは，個別的か

レ

ス

プ

リ

27)

らない 。彼によれば，経済は，交渉，割当，管

つ集団的な諸権利の価格および相場の土台とな

理による諸取引の総体であり，その総体は諸財

る。国庫の決済貨幣としても役立つけれども支

（有体財産），諸債務（無体財産）
，将来の所得

配的な銀行貨幣か，それとも，私的諸債務の支

（無形資産）に対する諸々の私的所有権の移転

払手段としても強制される国家が布告した貨幣

を組織する。そのとき，これらの権利の価値の

か，という二分法的な見方を超えたところにあ

評価とそれらの移転から産み出される諸債務の

る，コモンズ的な理論枠組みによってその構図

決済とを同時に可能にする貨幣は，制度として

の多様性を検討することが可能になる。その二

定義されねばならないのであり，その制度は，

つのタイプの貨幣は，経済的領域と政治的領域

ある所有者から他の所有者への諸権利の移転の

の双方に同時に共存可能であり，諸社会や歴史
的諸時代に従って，また諸々の私的合目的性に

26）たとえば彼は躊躇することなく次のことを言明し
ている。「もしわれわれが労働の購買力を高めたい
と思うならば，失業者たちは新しい貨幣の創造を通
じて労働につかねばならないのであって，それは，

対する諸々の公的合目的性の優越性の度合いに
応じて，可変的（補完的・競合的）なやり方で
28)

組み合わさっている 。そのとき重要なのは，

現存の購買力を，納税者から労働者へと移転するこ

安定したやり方でそれら二つを結びつけるため

とによってではなく，また，マルサスが示したよう

には，これらの支払貨幣は，それらの共存と兌

に，政府の負債によってでもない。政府の負債はそ

換が無媒介的でルーティーン的なものであるよ

の投資を移転させたものでしかなく，その投資を増

うに，同一の計算単位でもって表現されねばな

大させないのである。この新しい貨幣は，商業銀行
の，投資の，あるいは中央銀行の，名の下で行動し
ている，銀行家たちによって創造され得ないし，発

らないということである。諸債務の支払制度と
しての，貨幣は，――先に見たように――活動

行され得ない。たとえば，不況期には，利潤マージ

集団（ゴーイング・コンサーン）であるところ

ンは消滅するのであって，銀行に協力して，融資を

の組織に具現されねばならないのであり，その

受けて新しい貨幣を創出しようとする実業家は存在

活動集団は，いくつかの支払手段を多かれ少な

しない。もしわれわれが，諸企業の購買に依存する
ところの，消費需要の創出を望むのであれば，国家

28）
「それゆえ，流通している支払手段の名称において

それ自身が，全銀行システムを完全に超えたところ

支配的であらねばならないものに関して，成されね

にまで進んで，新しい貨幣を創出しなければならな

ばならないより重要な区別とは，税と債務との区別

い（……）」，それは国家がすべての人々（失業者，

ではなく，公的合目的性と私的合目的性のそれであ

勤労者，農業者，商業者，企業）に直接新しい貨幣

る。私的合目的性を伴う事業の諸慣習が，優先され

を配分することによって行われるのであり，彼らが

ねばならないのであろうか，それとも，公的合目的

「消費需要全体を創出するのである」（IE, pp. 589-

性を伴う，立法的，行政的，司法的であるところの，

590, 強調部分は引用者による）。

国家の政策が優先されねばならないのであろうか？

27）主権的活動集団の秩序においては，価値における

これらの公的合目的性は単に税の収集に関わってい

ヴァリュー・レイショニング・トランサクション

引）は適切な貨幣

るだけではない。なぜならそれらの合目的性は税へ

を，つまり主権貨幣を必要とする。この貨幣によっ

の還元と，またそれゆえ私的支払手段の規定におい

て，それらの取引に関わる社会的諸債務を新たに立

てそれらの合目的性の重要性が低下していることと

ち上げ，譲渡し，終わらせることができる。

。
両立不可能ではないからである」（IE, p. 465）

割当取引（価

値

割

当

取
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かれ否が応でも共通に受け入れねばならず，そ

務が，それらの債務の譲渡可能性が諸々の銀行

のときそれらの支払手段は，それが慣習的なも

によって仲介されるおかげで自分たち自身の貨

のであるところの，ある通用力をもつ。コモン

幣を造り出すのであれば，それは，ある口座か

ズは，クナップに続いて，そのような組織を支

ら他の口座へと各々の銀行ネットワークの中

払共同体ないし支払集団と呼んでいる（IE, p.

で，また銀行間の循環の中で，流通する貨幣で

461）。そのとき二つのタイプの支払共同体が，

あり，この循環におけるその貨幣の計算単位の

次のように区別されねばならない。それはま
ず，諸々の公的支払共同体（領土的な諸団体）

30）コモンズが自分のものとしている支払共同体およ

であり，それらのうちのいくつかは，その一方

び計算貨幣という二つの概念は，彼が総合した貨幣

でそれらの共同体の支払手段に法定通用力をも
与えるという能力を付与されうる。ついでそれ
は，諸々の私的支払共同体（銀行のネットワー

理論における制度主義的伝統（マックレオド，クナッ
プ，ホートレー）の概念のみならず，いわゆるレギュ
ラシオン学派の貨幣についての現代的アプローチの
概 念 で も あ る（ Aglietta et Orléan ( dir. ) , 1988 ;

ク）であり，それらの共同体は，別の支払共同

Théret (dir.), 2007）。コモンズの取引的アプローチ

体においても流通する
「権威により許可された」

という枠組みにおいては，これら二つの概念のおか

支払手段を見出すことができる。それらの権威

げで貨幣的多元性という状況を考察することができ

により許可された支払手段は一般に，それらの

るのであり，こうした状況においては，とりわけ，

支払手段を生み出した共同体とは別の共同体に
おいて時として法定通用力が布告されるよりも

主権との様々な諸関係を保つ，次のような貨幣の二
大タイプが共存している。
まず，国家によって布告・適用される諸々の貨幣

前 に，慣 習 上 の 起 源 を も つ の で あ り（ IE, p.

によって，国家財政的諸債務（割当取引に関わる，

462）
，そのことはしばしば慣習にその起源をも

解放不可能な，権威による，義務的諸債務）の支払

もつ法とよく似ている。

が可能になるが，それらの貨幣は，国庫のある循環

その一方でコモンズはホートレーの計算貨幣
の概念を採用しており，彼はその概念を，ホー
トレーが定義したように論理的のみならず，歴

（ないし，それが連邦制である場合には，諸々の循
環）であるところの，ある（ないしは諸々の）支払
共同体において，創出され，循環し，廃棄される。
ついで，諸々の銀行の信用貨幣によって，商業諸

史的にも，貨幣の定義における最初のものであ

債務（交渉取引に関わる，解放可能な，権威により

ると見なしている（IE, p. 475）
。彼曰く，
「計算

許可された，自発的諸債務）が解放されるが，それ

貨幣」とは次のような貨幣である。すなわちそ

らの貨幣は，銀行ネットワークであるところの，諸々

れは「共同体のために負債を記帳する仲介者で

の支払共同体において循環する。

あり，自分たち自身の債務でもって清算するこ
とにより，お互いに相互の債務を相殺する。そ
れ が ク ナ ッ プ の 支 払 共 同 体 で あ る 」（ IE, p.
29)

最初の諸貨幣は，一般に経済全体において法的通
用力を有する支払諸手段であるが，必ずしもそれを
必要とするわけではない（それらの貨幣は税の支払
に対してのみ法的通用力を有することができる）
。

473) 。諸々の銀行貨幣（銀行ネットワークタ

第二の諸貨幣は一般に，慣習的通用力のみ有してお

イプの諸支払共同体）を説明すべく推敲されて

り，一切の法的保証をもつことなく，諸々の慣習お

いるにもかかわらず，この定義は，民間銀行家

よび交渉による支払共同体に固有な諸々の制裁を土

による仲介にまさしく当てはまるのと同様公的

台として受け入れている（それらの慣習や制裁を受

30)

財務担当者による仲介にも当てはまる 。とい
うのも，もし諸々の自発的で譲渡可能な商業債

け入れることが諸々の交換や市場を排除するに等し
いわけではない）。しかしそれら第二の貨幣は，そ
れらが税を支払うのに役立つよう権威により許可さ
れている以上，法的通用力をも有することができる

29）ホートレー自身は「銀行循環」と述べている。

のである。
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安定性は，コモンズが「勘定貨幣」と名付けた，

され，他のすべての債務を代表する。しかし，

諸々の銀行信用からなる貨幣の兌換性から生じ

こうした選出は競争的模倣過程の結果ではない

る。この勘定貨幣を，
彼は法定貨幣
（法

のであって，この過程は，なによりも集団的活

リーガル・テンダー

貨）

レディー・マネー

金」
）

動の果実として強制される一つの貨幣に対し

ないし本来の貨幣（「貨幣そのもの」
）と呼んで

て，拡大された慣習的通用力を与えることでは

であるところの，「即時的貨幣」
（
「現
マネー・イットセルフ

31)

いる 。実のところ，兌換制約と法貨が必要と

じめて，その選出に関与することができる。こ

なるのは，自身の譲渡可能性のおかげで支払手

の選出は，諸々の取引の状況における（とりわ

段として役立つ銀行債務が諸々の銀行の顧客た

け債権者たちと債務者たちの間での，また貨幣

ちにとって解放不可能な債務とならないことを

の発行者たちの間での）諸々の対立から生み出

保証するためである。というのも，唯一主権貨

される，
一つの貨幣的秩序の焦点なのであって，

幣だけが銀行的諸循環に固有な諸債務の無限の

それらの取引は，それ自身が際限なく反復され

連鎖からの脱出を可能にするからである。そこ

る（持続的に進行する）ためには，一定量の協

には，期限が定められた諸債務の清算を最終的

業を必要とする。もはや単なる有体のものでは

に調整することができる，主権貨幣だけが存在

ない私的所有権の発展と一対となった，銀行の

する。それゆえ信用貨幣の現金への兌換によっ

金融仲介を伴う交渉の世界では，まさに管理お

て，諸債務を絶えず刷新し，銀行貨幣が封じ込

よび割当取引を動員することによって，銀行家

められているところの，その連鎖からの解放が

の権力は自らの債務を，信用貨幣を，自らの管

可能になる。租税およびその他の権威による諸

轄下にある銀行的循環から貨幣そのものによっ

債務の定期的な支払いから解放されることをも

て制定された支払共同体における共通貨幣とし

可能にする，主権貨幣は，こうしたことからす

て，強制することができる。ところで，公的諸

れば，基礎貨幣であり，その貨幣の監理された

権力によって布告され適用される国民貨幣もま

稀少性が銀行の信用貨幣発行を調整するのであ

た債務である。なぜならその貨幣の購買力と

る。

は，領土的支払共同体で構成されている社会的

アドミニストレ

キーピング・アゴーイング

全体に対する債権だからである。法的通用力を
債務としての貨幣

もつ国民貨幣とは，国家が良識ある代表者であ

コモンズによって検討されている，一般的に

るところの，あらゆる面で主権的な，社会の債

は計算貨幣が，またより特殊には諸々の「勘定

務である。これは解放可能な債務ではない。な

貨幣」が示しているように，貨幣とは債務その

ぜなら，返済不可能な，その債務は，そのよう

ものである。諸個人間での債務の譲渡可能性は

な理由からすれば，国家の財政的な還流によっ

「諸債務が貨幣に変換される可能性」を開く

て相殺されるか，あるいは循環し続けるかそれ

（Maucourant, 2001, p. 270）
。諸債務で織りな

とも蓄積されるか，されねばならないからであ

されている経済についての制度主義的アプロー

る。これこそ至高の債務，換言すれば主権の貨

チにおいては，諸債務のうちのあるものが選出

幣形態である。
もっともあらゆる商業的支払共同体において

31）支払諸手段は相異なるものでありうるが，それら
が同一の計算システムに組み込まれた場合，それら
はあらゆるタイプの諸債務の支払いに受け入れられ
ることになろう。米ドルに記載されているスローガ

も事情は同じであり，そこでは，自らの貨幣で
もって諸々の貸借勘定を清算する最上位の権力
が局所的な主権形態を行使する。ある銀行家の

ンのように，
「この紙幣は公的ないし私的な，すべて

債務ないし諸々の銀行家からなる社会の債務は

の債務にとっての法貨である」。

決済貨幣として循環するが，この貨幣はそれ自
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身銀行ネットワークないしそれに関連するネッ

れゆえ自己準拠的な銀行貨幣がもつ矛盾とは，

トワーク内部において支払いをその目的とする

その貨幣が，それ自身解放不可能な，諸々の交

ことができない。最もうまくいった場合でも，

渉取引の外部にある，債務となることによって

その債務が究極の債務であるところの，共同体

しか，いわゆる解放可能な諸債務からは切り離

の外部でのみその債務を解放することができる

せないということであり，
このことからすれば，

だけである。さらにいえばその債務は兌換可能

解放可能な諸債務という関係からもっぱら構成

でなければならない。それゆえ銀行の信用貨幣

される資本主義世界はあり得ないのである。

が解放可能であるという特徴は幻想であるか，

それでもやはり「国家無き貨幣という虚構が

あるいはもしそうしたことが可能であるときに

諸々の思想の秩序においては近代の個人主義的

は，その特徴は銀行家たちの社会にとって外生

秩序の土台であるように思われる」ことに変わ

的な貨幣が実在することを条件としている。し

りはない（Maucourant, 1994. p. 232）
。だが，

たがって，逆説的ではあるが，信用貨幣は権威

コモンズの諸々の分析は貨幣の多元性という状

による諸債務から見れば解放の過程に関与して

況を解明しており，その状況においては，公的

いるのに，貨幣発行についての銀行の独占が成

権威による貨幣は（諸々の）私的で，権威によ

立している以上，その信用貨幣が解放可能な諸

り許可された貨幣と協同して循環するが，それ

債務を消滅させる手段としてはもはや機能し得

は，諸々の私的合目的性に対する諸々の公的目

ないことは明らかであり，それらの債務は事実

的性の自己充足性に応じて変化する量的諸関係

上解放不可能な債務に転換されているのであ

に従って循環する。一方では貨幣は主権貨幣で

る。反対に，たとえその貨幣が終身的な権威に

あり，それは政治主権に関与し，その力をバッ

よる，さらには不滅の権威による諸債務を，つ

クにした，貨幣権力の表現であり，この力は法

まりは社会的で国家財政的な諸債務を，最終的

的通用力の中に表されている。他方で，貨幣は

に解放する能力を手にしていないとしても，公

商業的な支払共同体にとって外生的な信用貨幣

的貨幣は銀行の諸債務を解放することができる

であり，その貨幣は，コモンズであれば「倫理

唯一の支払手段なのである。

的」
（社会的）と形容したであろう貨幣である。
なぜならその貨幣は，それが統一する，支払共

国家財政貨幣と銀行貨幣との対立

同体において主権的権威の地位にある，諸債務

したがってコモンズの貨幣の取引理論のおか

を解放する力として，自発的に受け入れられて

げで，銀行資本主義の発展と不可分な矛盾を明

おり，慣習的でアプリオリな通用力をもつから

らかにすることができる。当然のごとく，解放

である。

不可能な諸債務の空間において，究極の債務と

実のところ，政治的共同体と商業的共同体は

しての貨幣そのものは解放不可能であるのに対

完全に重なり合うことなく互いに浸透してい

して，逆に契約による債務を解放可能なものと

る。なぜならその主権は私的所有権を解放し，

見なす商業世界においては，貨幣の道徳的力お

それぞれの共同体の貨幣は相互補完的であるか

よびその貨幣に置かれている信頼はきわめて弱

らである。諸々の租税の支払手段としての貨幣

いものでしかあり得ない。というのも諸債務を

と契約による諸債務の支払手段としての貨幣と

計算し支払うのに役立つ貨幣としての債務から

の対立が反映しているのは，政治主権と貨幣主

解放されることは不可能であるから，つまりそ

権との間の構造的対立である。この対立は，人

れらの債務があらゆる面で局所的な銀行貨幣な

間の自己意識がますます反省的なものとなるに

いし銀行システムの貨幣であるからである。そ

つれて，また人間の引き起こす諸問題の解決に

政治主権と貨幣主権
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おいて説得が力の利用に取って代わるにつれ

能な諸債務を支払うことができる，主権による

て，次第に激化する。重要なのは，支払共同体

（のための）貨幣とが，存在するからである。

についての二つのモデルの間で支配的なものと

これら二つの貨幣形態はアプリオリに異質であ

なっている対立であり，そのモデルにおける倫

るが，同一の計算共同体の中で共存しなければ

理的諸原理（ないし諸合目的性）はアプリオリ

ならない。なぜなら集団的主権と個々の所有と

に敵対的である。ここでは社会という全体が，

は互いに依存しているからである。つまりそれ

またそれらの社会の構成的価値と規範が，それ

は，社会において行使される全体的強制を補完

らの社会の構成員たちの消滅を乗り越えて再生

する二つの形態であり，また二つの形態が互い

産され，そこでは主権に志願する諸個人の側か

に調整されることを可能にする，主権と所有に

ら自由が要請されるが，そうした再生産や要請

おける分離である。コモンズの論理に従えば，

においては，支払共同体としての社会こそが社

貨幣主権は，以下で述べるような二つのやり方

会の諸債務から社会の構成員たちを解放するこ

で考えることができる。そのやり方に従って，

とが忘れ去られているか，あるいは銀行貨幣が

われわれは，国家貨幣――二つの貨幣形態はす

もつ開放的特徴についてとんでもない思い違い

べて社会的全体性の演算子である――に，ある

がなされているのである。

いは法貨幣――二つの貨幣形態はすべて「社会

次の表２をもって議論を締めくくろう。この

の象徴的（倫理的）ないし物理的力能を動員す

表は，IE から引き出されたコモンズの諸分析

ることで他者に影響を及ぼす能力」を有する

の，概念的諸要素を要約したものであり，われ

――に接近する。

われはそれらの要素を脚色して，貨幣的・政治
主権のありうべき諸形態を特徴付けている。

まず法としての貨幣は，コモンズが考えてい
るとおり，またわれわれが，
（強制＋階級間の妥
協による秩序＋法）
＋貨幣という主権の方程式
で考えているとおり，
主権の一部をなしている。

結論

そのとき主権貨幣は主権的なるものの貨幣であ

資本主義において，貨幣は両義的である。な

り，それは社会による権威，すなわち社会の共

ぜなら資本主義においては，諸々の私的な交渉

通の諸価値および諸々の構成的慣習による権威

取引によって開始された（解放可能な）諸債務

の下に置かれる。そのとき当然のごとく，貨幣

を支払うことができる，所有による（のための）

は，司法的権力モデルに基づいて構成される，

貨幣と，また公的な割当取引に関わる解放不可

政治的秩序の第四の権力と見なされる。貨幣主

表２

貨幣的・政治主権の概念的諸要素

債務（人類学的意味）

解放可能

解放不可能

債務（の性質）

自発的（負債）

義務的（租税）

取引（の性質）

権威により許可された

権威による

取引（活動の原領域）

交渉

割当

諸取引の様態

説得

強制―抑制

貨幣的計算単位

慣習的通用力

法的通用力

活動集団（ゴーイング・コン
サーン）

銀行・銀行システム

国家

支払共同体

私的

公的
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権についてのこの最初のモデルにおいては，

Samuels, W. J. (ed.), The Founding of Institution-

諸々の公的合目的性は諸々の私的合目的性に優

al Economics ― The Leisure Class and

先する。これこそコモンズが特権を与えている

Sovereignty, London and New York, Routledge,

モデルであり，そのモデルはどちらかといえば
貨幣と法に接近している。これが適正な資本主
義のモデルであり，コモンズが目指しているの
は，その資本主義の制度である。

pp. 33-47.
Bazzoli L. [ 1999 ] L’économie politique de John R.
Commons, Paris, L’Harmattan.
Bazzoli L., V. Dutraive ( 2013 ) “ D ’ une démocratie
créatrice à un capitalisme raisonnable : lecture

ついで，国家としての貨幣，また国家が具現

croisée de la philosophie de J. Dewey et de l’éco-

しその正統性を付与する，主権的権威としての

nomie de J. R. Commons”, à paraître, Revue Eco-

貨幣はその力能において主権そのものであり，
それは潜在的には国家の主権と競合する。この
隠れた貨幣主権の現実化は，説得が社会的秩序

nomique.
Chase J. D. (1986) “John R. Commons and the Democratic State”, Journal of Economic Issues, Vol. XX,
n°3, pp. 759-784.

の再生産において国家の力よりも優位に立つと

Commons J. R. ( 1899 ) “ A Sociological View of

思われるだけにいっそうその可能性が高い。そ

Sovereignty. I ” , American Journal of Sociology,

のとき物理的力の独占としての国家権力は，主

Vol. 5, n°1, pp. 1-15.

権に固有な階層性の中で，従属的な地位に移行
する可能性がある。第一のモデルとは逆に，こ
の第二のモデルにおいては，諸々の私的合目的

―― (1899) “A Sociological View of Sovereignty. II”,
American Journal of Sociology, Vol. 5, n°2, pp.
155-171.
―― (1899) “A Sociological View of Sovereignty. III”,

性は諸々の公的合目的性に優先する。民主主義

American Journal of Sociology, Vol. 5, n°3, pp.

者である，コモンズによって特権を与えられて

347-366.

いないにもかかわらず，このモデルは民主主義

―― (1900) “A Sociological View of Sovereignty. IV”,

の第一歩であると推論される可能性があるが，

American Journal of Sociology, Vol. 5, n°4, pp.

その一方で彼が述べている資本主義の諸傾向か
ら見ると，そのモデルにはそれなりの意味があ
る。ここでのその傾向とは，貨幣の主権的権威

544-552.
―― (1900) “A Sociological View of Sovereignty. V”,
American Journal of Sociology, Vol. 5, n°5, pp.
683-695.

への昇格が，国家の行政権，立法権，司法権を

―― (1900) “A Sociological View of Sovereignty. VI”,

支配下に置く金融権力に具現される傾向のこと

American Journal of Sociology, Vol. 5, n°6, pp.

である。そのとき脱制度化されることを前提と
し，自らの財産（
「資産」
）から排他的に規定さ
れる，諸個人の貨幣的全体化は，政治的全体化
と比べて最優先されるものと考えられ，そこで

814-825.
―― ( 1900 ) “ A Sociological View of Sovereignty.
VIII”, American Journal of Sociology, Vol. 6, n°1,
pp. 67-89.
―― ( 1924 ) Legal Foundation of Capitalism, The

は政治的なるものは経済的なるものに従属す

MacMillan Compagny. (新田隆信ほか訳『資本主

る。こ れ こ そ ま さ に コ モ ン ズ か ら 見 れ ば

義の法的基礎』コロナ社，1964 年)。

デ レ ゾ ナ ー ブ ル

適正ではない銀行家資本主義のモデルなのであ
る。

―― ( 1925 ) “ Law and Economics ” , The Yale Law
Journal, February, 34, pp. 371-382.
―― (1950) The Economics of Collective Action, The
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