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株式会社がそれ以前の企業形態と決定的に区

別される特質は，周知のように，「資本の動化」

にある。「動化」機能を通じて，株式会社は，

社会的蓄積を基盤に資本集中・支配集中を可能

ならしめるのである。この株式会社における支

配集中の過程をあらわすひとつの現象に，配当

の利子化がある。配当の利子化の問題は，これ

まで， (1)一般に証券市場における擬制資本の

形成を論ずるに当って， また (2)創業者利得

の規定をめぐって 1), そして (3) 時価発行と

資本コストとの関連で叫さらに (4)自己金融

論議のなかで叫多くの論者によって取り上げ

られてきた。そしていま， (5)「直接の社会有と

して，再転化される途上の必然的なー通過点り」

にある株式会社の性格規定ともからんで，すな

わち，マルクス経済学における株式会社論の重

要な役割にかんがみ，この配当の利子化の問題

があらためて論議の対象とされつつある。しか

して，創業者利得とのかかわりでは，ヒルファ

ディングの「配当」規定をめぐる論争につい

て，後藤泰二教授の見解を中心にすでに再吟味

を行ってきたり。そこで次ぎに，時価発行，自

己金融との関連で配当の利子化を問題にしてい

きたいと思う。その場合，この配当の利子化を

論理的に規定し，事例を示して論じた別府正十

郎教授の所説を，われわれは看過することがで

きない。本稿では，同教授の配当の利子化論に

再検討を加え，その論拠となっているマルクス

の株式会社論における配当の利子化論について

も再考察を行いながら，配当の利子化の問題を

考えていくことにする。

1)とくにヒルファディングの見解をめぐって，長坂

聰，別府正十郎，後藤泰二等の諸氏による論争があ

る。その問題点については，後藤泰二「株式会社の

経済理論」 (1970年， ミネルヴァ書房）に詳しい。

2)関係論文は，片山伍ー「株式の時価発行と企業資

本の充実」（九州大学経済学部40周年記念論文集，

昭和42年）など，その数が多い。

3)馬場克三「株式会社金融論」 (1965年，森山書店）

第7章4 「自己金融の理論」や，別府正十郎「資本

会計の経済理論」 (1964年，森山書店）第 1章およ

び第 2章などがある。

4) K. マルクス「資本論」，向坂逸郎訳，岩波文庫，
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第3巻第 3分冊， 182頁。

5)片山伍ー「配当と創業者利得」（経済学研究，第

37巻第 1-6号，昭和47年2月），および「ヒルファ

ディング『創業者利得』の定式について」（経済学

研究，第38巻1-6号，昭和48年3月）。

I 「二重の意味」の配当の利子化

ー一別府教授の見解ーー

まず最初に，別府正十郎教授の所説を，少し

長くなるがかかげておこう。

注別府教授の配当の利子化論は，教授の主著「資本

会計の経済理論」（昭和 39年）において展開されて

いる。しかして同書が今日では絶版となっているの

で，本稿ではできるだけ同書の関係箇所の全文を引

用する。なお，同書からの引用は，引用文のあとに

（別府何頁）として示すことにする。

1「二重の意味」の配当の利子化

別府教授は，その著「資本会計の経済理論」

の第 1章株式会社の基本的性格 第3節株式会

社と自己金融 において，配当の利子化に関し

以下のごとく述べている。

「自己金融をもたらしたものは何んであろう

か。それは配当の利子化である。

この配当の利子化は二重の意味で考えられね

ばならない。第 1は，配当を資本還元したとこ

ろの擬制価格で株式を買う株主にとっては，配

当が利子とともに企業家利得をもすなわち総利

潤を包含する場合でも，それは利子の形態です

なわち資本所有の単なる報酬としてのみ受取ら

れるという意味の場合で，第 2は，総利潤が企

業家利得とともにそれに分割せしめられるとこ

ろの利子にまで配当そのものが縮滅せしめられ

るということを意味する場合である。

マルクスが『彼らの受ける配当が，利子と企

業家利得とを，すなわち総利潤を包括する場合

でも（……）この総利潤は，もはや利子の形態

第 42 巻第 1~6 号

でのみ，すなわち資本所有の単なる報酬1として

のみ受取られる……』（…… 1))といい，ヒルフ

ァディングが『……自由な貨幣資本は，それが

貸付資本としてのその本来の機能において確定

利子付貸付への投下を競争するのと同様に，そ

のものとして，すなわち利子付資本として，株

式への投下を競争する。これらの種々の投下可

能性をめぐる競争は，株式の価格を確定利子付

投下の価格に接近させて，株主にとって産業利

潤からの収益を利子に帰着させる。』（…… 2))と

いう場合の，『利子の形態』とか『利子への帰着』

というのは第 1の意味での配当の利子化であっ

て，第 2の意味の配当の利子化ではない。この

ような第 1の意味の配当の利子化は創業者利得

を成立せしめるものではあっても自己金融を展

開せしめるものではない。何故なら，創業者利

得が成立する場合には，企業家利得も含めて配

当せられているのであるから，企業に留保され

るような利潤は残っていないからである。産業

会社は企業者利得を含めて総利潤を分配してい

るのに，株主にはそれが利子にしか当らないと

いう矛盾の解決が創業者利得の成立であり，そ

れの支配株主・銀行・創業者等による収得であ

ったのである。したがって，この配当の利子化

は，自己資本家＝株主層内部における支配株主

と一般株主への分化が前提である。

ところで， このような株主層の分化，それに

配当の利子化が一般化し，一般株主が利子のみ

をもって満足するものであることが一般化する

と，今度は，それまでは企業家利得をも含めて

総利潤を分配していた産業会社が，利子のみを

分配して企業家利得を自己の手に留保すること

を計るであろう。それだけの力を蓄積し得た産

業会社はこのことを実現する。これが第 2の意

味の配当の利子化である。それは，外部に企業
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家利得＝創業者利得を献呈させられていた産業

会社の支配層にとっては，自己の支配の強化を

意味し，銀行資本と融合している産業会社の支

配層すなわち金融寡頭支配にとっては，支配形

態の変化を意味する。いづれにしても，この問

題は支配の問題を抜きにしては理解されること

ではないであろう」（別府18-20頁）。

別府教授の配当の利子化論は，上述の第 1章

における規定のみではその内容を充分に理解す

ることがきわめて困難であろう。しかして同教

授は，第 2章株式フ゜レミアムの本質 第 4節株

式フ゜レミアムと創業者利得 その 2ーとくに配

当の利子化ということについて一のはじめにお

いても第 1章の規定を繰り返えし，さらに同節

3においては，ヒルファディングの例示を利用

しながら事例によって，利子化の四つのタイプ

を示し説明を加えている。それを項を改めて引

用しておこう。 ． 

2 配当の利子化の四つの事例

「ヒルファディングの示した例は，機能資本

100万マルク，平均利潤 15%,管理費・役員配

当2万マルク，支配的利子率 5%,危険割増 2

鍬そこで配当可能利益13万マルクを 7%で資

本還元すれば擬制資本額は約 190万マルクで，

機能資本との差額90万マルクは自由で創業者利

得であるというのであった。

A, この場合， 1株の額面 1,000マルク，配

当率13%とすれば株式時価は1,900マルクで900

マルクの額面超過金即ち株式フ゜レミアムがつく

がこのプレミアムは銀行がとるものとすれば，

会社は額面分で所要機能資本を調達せねばなら

ず，発行株数は1,000株で額面総額100万マルク，

時価総額は 190万マルクになるが額面超過金90

万マルクは創業者利得として銀行がとり，会社

は所要機能資本に必要な100万マルクをうる。

B, 前例の場合， 1株の額面 1,000マルク，

配当率 7%とすれば時価は額面に等しくフ゜レミ

アムはつかないが， 1,900株発行し900株が無償

株として発起人に与えられるとすれば額面総額

190万マルクで株式フ゜レミアムは生じないが，

創業者利得90万マルクは発起人の手に入り，所

要機能資本として必要な 100万マルクは会社の

手に入る。

右のA•Bの場合配当率は異るが，いづれの

場合も配当総額は等しい。 Aの場合は額面総額

100万マルクの 13%で 13万マルク， Bの場合は

額面総額 190万マルクの 7%で約13万マルクで

ある。所要機能資本もいづれも 100万マルクで

あるから13万マルクの配当は利子フ゜ラス企業家

利得であり，それ故にまた創業者利得が成立し

ているのでもある。ところが，

C, 1株の額面 1,000マルク配当率 7%のも

のを1,000株発行して100万マルクの所要機能資

本を調達した場合には，株式フ゜レミアムも創業

者利得も生じないが，配当総額は額面総額100万

マルクの 7%で 7万マルク，機能資本は前と同

様100万マルクであるから，配当は株主にとって

のみならず会社にとっても利子でしかない。企

業家利得は年々会社に留保できるわけである。

D, 配当率のこのような直接的引下げが困難

な場合，したがって， 1株の額面1,000マルク，

配当率13%としても配当の利子への縮減化はで

きる。即ち，この場合，株価は 1,900マルクに

なるから約 530株を時価発行し，株式フ゜レミア

ムをすべて会社の手に納めれば発行価格総計は

100万マルクで所要機能資本100万マルクは調達

できる。この場合，額面総額53万マルクを超え

る約47万マルクの株式フ゜レミアムは遊離不可能

で創業者利得ではないことはすでに第 3節でみ

たところである。しかしながら，配当は額面価

-129-



経済学研究

額の13%だから配当総額は約 7万マルクで，機

能資本は前と同様 100万マルクであるから，配

当は株主にとってのみならず会社にとっても，

Cの場合と同様に，利子にしか当らない。名目

的な高い配当率にもかかわらず，配当は事実上

利子に縮減化され，企業家利得は年々会社の手

に蓄積され，配当として支払われてはいない。

だから創業者利得の成立がみられないわけであ

る。

かくて， A•B の場合は第 1 の意味の配当の

利子化を意味するが， C•D の場合は配当の第

2の意味の利子化即ち配当の利子への縮減を意

味」（別府81-83頁）する。

1) K. Marx, Das Kapital, Bd. ill, Dietz Verlag, 

S, 477. 向坂逸郎訳，岩波文庫，第 3巻第 3分冊，

182頁。なお，同訳書によれば， 引用文中の「企業

家利得」は「企業者利得」となっている。また，別

府教授は，「企業家利得」なる用語を多く使ってい

るが，一部には「企業者利得」なる語もみうけられ

る。さらに，引用文中の「報酬」は同訳書では「報

償」である。
2) R. Hilferding, Das Finanzkapital, Dietz 

Verlarg, ss140-141. 岡崎次郎訳， 岩波文庫，上

巻， 177頁。

II 擬制資本の運動と

「二重の意味」の配当の利子化

擬制資本の形成と配当の利子化

別府教授の配当の利子化論とくにその第 1の

意味の利子化は，前節でみてきたごとく，マル

クスの資本論第 3巻第 5篇第27章資本主義的生

産における信用の役割 皿株式会社の形成 に

おける周知の箇条の 3に叙述された配当の利子

化のくだりを拠りどころとし，第 1の利子化の

説明は同箇所の引用からはじまっている。そこ

で，われわれは，さらにさかのぽってマルクス

第 42 巻第 1~6 号

における擬制資本の形成一配当の利子化論から

みていくことにする。

「空資本の形成は資本化と呼ばれる。すべて

規則的に反復される収入は，平均利子率で貸出

される一資本のもたらすべき収益として平均利

子率に従って計算されることによって資本化さ

れる。たとえば，年収入は 100謗，利子率は 5

形とすれば， 100謗は2,000謗の年利子となるで

あろう。そこでこの2,000謗が，年額100榜に対す

る法律上の所有名儀の資本価値と見なされる。

そこでこの所有名儀を買う者にとっては，この

100謗の年収入は，実際に彼の投下資本の 5%

の利子を表わす」。「鉄道，鉱山，航運，等々の

会社の株式は，現実の資本をすなわち，これら

の企業に投下されて機能しつつある資本を，ま

たはかかる企業における資本として支出される

ために，株主によって前貸されている貨幣額を

表示する」。「株式によって代表される払込額が

100謗で，その企業が 5形ではなく 10形をあげ

るとすれば，この株式の市場価値は，他の事情

が不変であり且つ利子率が 5形であるならば，

200謗に上昇する。……この株式を200謗で買う
レヴエニュ

者は，この資本投下から 5形の収入を得る 1)」。

別府教授は，第 1の意味の配当の利子化を論

ずるにあたって，マルクスの所説に次いでヒル

ファディングの見解も拠りどころとしている。

そこで次ぎにヒルファディングの擬制資本の形

成一利子化論についてもみておこう。

「資本主義社会では，どの貨幣額も，利子を

産む能力を得る。逆に，規則的に反復される収

入で譲渡されるもの（……）は，すべて，資本

の利子と見なされて，支配的利子率で資本還元

された額に等しい価格を与えられる。……種々

の投下可能性をめぐる競争は，株式の価格を確

定利子附投下の価格に接近させて，株主にとっ
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て産業利潤からの収益を利子に帰着させる。

したがって，この利子への帰着は，株式制度

および証券取引所の発展とともに進行する一の

歴史的過程である。株式会社が支配的形態では

なく，株式の売買可能性が発展していないあい

だは，配当のうちにも利子だけではなく企業者

利得も含まれているのである 2)」。

以上のように，マルクスにしてもまたヒルフ

ァディングにしても，まず仮空資本ないし擬制

資本の形成一利子化一般を論じて，「規則的に

反復される収入」であれば，それが現実に機能

する資本の総利潤額であるか，あるいは利子相

当額であるか，それとも利子以下であるかは，

直接には問題にしていないのである。

ところで，証券市場における擬制資本運動を

媒介にして社会的に成立する配当の利子化は，

一般に指摘されている周知の配当利回りの利子

化現象である。この利子化は，上述のように，

もっとも現象的であり，企業外部に展開される

証券市場で成立するという意味で外部的かつ社

会的であり，また株式会社の生成•発展ととも

に成立・進展するという点で原初的かつ普遍的

である，ということができる。すなわち，この

利子化は，まず第 1に，株式会社の全発展過程

に共通するものである。しかも，それは株式会

社および証券市場の発展につれますます貫徹し

ていくことになる。そして第 2に，そこでは，配

当が利子フ゜ラス企業者利得すなわち総利潤であ

るか，あるいは利子に等しいか，さらには利子

以下の場合においても，配当の利子化機能は上

下から作用する。この場合，配当率の高低も問

わないのである。第 3には，この法則は，擬制

価格で株式を買うすべての者に妥当する。それ

が一般投資家であろうと，また支配権の取得を

狙う者であろうと，その間に区別はない。むし

ろ後者は，支配権を含んだより高い株価で買わ

ざるをえないために，配当の利子化は利子をも

つき抜けて現象するのである。この意味で，こ

こでの配当の利子化は，株式会社内部における

「所有一支配」構造と直接にはかかわりなく，

擬制資本の運動に支えられて実現するものなで

ある。

2 擬制資本の法則と「二重の意味」の

配当の利子化

最初に，配当の利子化についての別府教授の

規定を，再度かかげておこう。

「第 1は，配当を資本還元したところの擬制

価格で株式を買う株主にとっては，配当が利子

とともに企業家利得をもすなわち総利潤を包含

する場合で恥それは利子の形態ですなわち資

本所有の単なる報酬としてのみ受取られるとい

う意味の場合で，第 2は，総利潤が企業家利得

とともにそれに分割せしめられるところの利子

にまで配当そのものが縮減せしめられるという

ことを意味する場合である」（別府18頁）。

このように，「配当を資本還元したところの

擬制価格で株式を買う……」ことが，別府教授

にあっては，第 1の意味の利子化の規定に位置

づけられている。しかし，この擬制資本の法則

は，前述のごと<'第 1の意味の利子化の段階

で成立し，第 2の意味の利子化の段階ではいよ

いよ貫徹することになるのである。教授も第 2

の利子化を例示したDにおいては，第 1の利子

化におけると同様に，投資家が「配当を資本還

元した擬制価格で株式を買う」ことを示してい

る。したがって，われわれは，まず擬制資本の

法則の支配下における配当の利子化現象を一般

的規定としておき，そのもとでの配当の利子化

の進展を問題にすべきであろう。しかしこの区

別は，配当の利子化を問題にするほとんどの論

-131-



経済学研究

者において明確にされてはいない。そしてまた

別府教授の例示Bにみられるように，擬制資本

の法則の創業時における先取り的逆用により，

擬制価格を株式資本額とする資本構造を形成し

て創業者利得を取得する場合も，第 1の意味の

利子化に含むわけで，理解を明確にするために

擬制資本の運動法則下における一般的利子化

と，別府教授の第 1の利子化とは分離して叙述

すべきであると考える。

ところで，擬制資本の運動法則に照して，別

府教授の配当の利子化の例示をみるとき，その

説明には種々問題点があるように思われる。ま

ず例示Aから吟味していこう。

「A, この場合， 1株の額面 1,000マルク，

配当率13%とすれば株式時価1,900マルクで900

マルクの額面超過金即ち株式フ゜レミアムがつく

が，このプレミアムは銀行がとるものとすれば

会社は額面分で所要機能資本を調達せねばなら

ず，発行株数は 1,000株で額面総額 100万マル

ク，時価総額は 190万マルクになるが額面超過

金90万マルクは創業者利得として銀行がとり，

会社は所要機能資本に必要な 100万マルクをう

る」•（別府81頁）。

この例示Aは，別府教授においては第 1の意

味の利子化であり，そのAなのである。とすれ

ばこのような叙述は，歴史的・論理的にみて転

倒している，といわざるをえない。額面1,000マ

ルクの株式を 1,000株発行して，この例示では

銀行の額面払い込みによって，会社がまず，所

要機能資本 100万マルクを額面分で調達する。

しかしてこの株式は，証券市場では，時価総額

190万マルクをとなえることになろう。そこで，

この株式を額面価格で引き受けていた銀行は，

株式を売却することによって，当初の投下資本

額100万マルクとともに株式フ゜レミアム 90万マ

第 42 巻第 1~6 号

）レクを回収•利得することができるのである。

すなわち，別府教授の記述のように，「額面超過

金90万マルクは創業者利得として銀行がとり，

会社は所要機能資本に必要な 100万マルクをう

る」のではない。事の論理は，逆に，会社は所要機

能資本 100万マルクを銀行の額面払い込みによ

って得，銀行はその株式を擬制資本価格で売却

することによって，証券市場を通じて株式フ゜レ

ミアム90万マルクを創業者利得として取得する

のである。もっとも，銀行がこの株式を売却し

ないならば，市場評価額 190万マルクの有価証

券としての株式を保有することになり，利子で

はなく利潤の分配を受け続けるわけである。

上記のような叙述は，別府教授の例示Bにも

みられる。すなわち，「創業者利得 90万マルク

は発起人の手に入り，所要機能資本として必要

な100万マルクは会社の手に入る」，という転倒

がそれである。事のすじみちとしては，所要機

能資本 100万マルクが会社の手に入り，発起人

に与えられた 900株の無償株は，その売却によ

り擬制資本市場を通じて90万マルクの創業者利

得を貨幣で実現できる。あるいは，この払い込

みをしていない無償株を発起人が所有し続ける

ならば，市場評価額90万マルクの有価証券を持

ち，それに対して年々利子程度の配当を受け取

ることになるわけである。いずれにしても，株

式会社の場合は，国債などの架空的擬制資本と

は異り，あくまでも現実に機能する所要資本が

そしてその稼得利潤が擬制資本形成の基礎であ

る。これらの点からみて，独自の生産力説的な

「所要機能資本」概念の上に「株式フ゜レミアム

の資本性」を強く主張される別府教授8)にして

は，例示Aにしてもまた Bにしても，その叙述

はきわめて流通主義的であるといわざるをえな

し'lo
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注 別府教授は例示Aの場合において「額面超過金」

なる語を用いているが，この点について一言してお

こう。教授は，「90万マルクの額面超過金即ち株式

プレミアム」とか， あるいは「額面超過金 90万マ

ルク」などと，例示Aで「額面超過金」なる用語を

使っている。 しかしながら，「額面超過金」とは，

通常，有額面の新株を，額面以上の一定の価格で，

例えば時価発行（別府教授の例示ではDのケース）

においては株式市場価格を基準とした価格で，発行

した場合，会社に払い込まれた発行価額と額面金額

との差額をいい，それは今日の企業会計制度のもと

では資本剰余金の主要形成源をなすものである。ゎ

が国商法は， これを全額資本準備金として積み立て

ることを要求している。そしてこの額面超過金は，

会計上はしばしば資本金と併せて払込資本と称せら

れる。これに対して，別府教授のA例の場合は，会

社に払い込んだ額面と株式相場との差額を額面超過

金という。企業会計上さらには商法上の額面超過金

は，上述のように，会社に払い込まれた額面超過額

をさし，全額が資本準備金として積み立てられるも

のであるのに対して，別府教授の額面超過金は，額

面金額を払い込んだ者， A例では銀行が直接利得す

るところとなるものをいうのである。ところが株式

時価発行の説明例である同教授の例示Dにおいて

は，逆に，「額面総額53万マルクを超える約47万マ

ルクの株式フ゜レミアム」などと，何故か額面超過金

なる用語は一度も使われていない。教授にあって

は， 「額面超過金」の用語がとり違えて使用されて

いるといわざるをえない。全く常識的に，言葉の通

りに「額面を超過する金額」として一般的に使用す

る場合ならばともかく，会計学を専攻する同教授の

「資本会計の経済理論」において，上記のような使

用は，理解に苦しむところである。

3 利潤の配当から利子の分配へ

擬制資本の運動法則は，上述のごとく，別府

教授の第 1の意味の利子化においてのみなら

ず，第 2の意味の利子化においても成立する。

否むしろ第 2の段階においてその一層の貫徹が

みられるのである。したがって，第 1の利子化

と第 2の利子化との基本的相違は，擬制資本の

運動法則が支配するもとで，利潤を配当するの

か，それとも利子にまで縮減された配当をする

のか，ということに帰着する。すなわち，第 2

の配当の利子化にあっても，第 1の利子化の規

定における「配当を資本還元したところの擬制

価格で株式を買う株主にとっては，……それは

利子の形態ですなわち資本所有の単なる報酬と

してのみ受取られる」，ということは全く同じ

である。ただ両者で異なるのは，前者が「配当

が利子とともに企業者利得をもすなわち総利潤

を包含する場合」なのに対して，後者は「利子

にまで配当そのものが縮減せしめられている場

合」，という点だけである。

ところで別府教授は，「第 1は，……配当が利

子とともに企業家利得をもすなわち総利潤を包. . . . 
含する場合でも，それは利子の形態ですなわち

資本所有の単なる報酬としてのみ受取られると

いう意味の場合」（傍点一片山）である， とい

ぅ。この第 1の配当の利子化の規定における

「でも」と「形態」については再吟味を要する

ところであろう。まず「でも」の意味について

考えてみたいと思う。

資本は，一般に，（平均）利潤を産むものであ

る。配当は，本来，その利潤の分配であり，利

潤の変動に応じて増減する。しかし，平均的に

は，配当は，利子とともに企業者利得を含むの

が通常の形態・内容である。すなわち，支払い

配当額は利潤額で，配当率の高さは利子率フ゜ラ

ス企業者利得率である。しかして，株式会社の

発展とともに，経済変動に対処していくため

に，配当平準化政策がとられ，準備金の積み増

しも増大して，配当性向の低下・適度の配当率

の保持がみられるようになるのである。このよ

うな配当を，教授があえて「利子とともに企業

家利得をもすなわち総利潤を包含する場合で

も」とした真意は，何処にあるのであろうか。

まず考えられるのは，企業者利得を含まない利
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子のみの場合は，配当は当然に利子の形態・内

容であることをふまえたうえで， 「企業者利得
．． 

を……包含する場合でも」利子化することを強

調したもの， ということである。 しかしなが

ら，もしそうであるとするならば，「利子にま

で配当そのものが縮減せしめられる」第 2の利

子化を，すでにこの第 1の利子化の規定の中に

暗示的にではあるが含んでいることになろう。

あるいはまた，教授のこのような叙述は，一般的

に，擬制資本の運動法則を表現したものとも受

け取れる。しかしそれは，前述のごとく，第 1お

よび第 2の利子化に共通するものであり，これ

らの利子化の前提として叙述さるべきであろ

う。ともあれ，この「でも」は，配当が総利潤を

包含する場合である第 1の利子化と，利子を配

当する第 2の利子化との区別を弱めることにな

る。しかして両者は，この利潤か利子かの点に

おいて論理的に厳密に区別さるべきなのであ

る。第 1の利子化では，企業者利得を包含する

場合「でも」ではない，包含する場合そのもの

を問題にしているのである。

つぎに，第 1の配当の利子化の規定におい

て，「利子の形態で…••のみ受取られる」，とい

う場合の「形態」を問題にしていういこうと思

う。別府教授の第 1の配当の利子化は，最初の

規定からは明確に読みとれないが後述された例

示から理解できるように，二つのケースを含ん

でいる。例示 A は配当利回りの利子率化であ

り，例示Bは配当率の利子率化である。 Aの場

合は，「配当を資本還元したところの擬制価格

で株式を買う株主に」に対しても，会社自体は

利潤を配当し，その配当率の高さは利子率フ゜ラ

ス企業者利得率なのである。すなわち，会社は

利子の「形態」で支払うのではない。機能資本

額を額面金額で引き受けた株主にとっては，形

第 42 巻第 1~6 号

態・内容ともに利潤の配当である。そして擬制

価格で買った株主に対しても，同じく株主とし

て利潤分配の「形態」をとるのである。ただ彼

らにとってはその実質的内容が利子として受け

取られるというのである。このような意味で，

例示Aの場合は，そしてそれが第 1の配当の利

子化の一般的現象であるが，利子の「形態」で

はなく，利子の「内容」で受け取られる，とい

うべきであろう。

例示Bの場合は，擬制資本の運動法則の成立

を前提に，配当される企業利潤が利子にあたる

ように逆算された擬制価格に等しく株式資本金

が設定され，この擬制価格＝株式資本金と現実

の機能資本との差額が創業者利得として取得さ

れるのである。この場合には，機能資本の総利

潤すなわち利子と企業者利得を含む配当も，擬

制価格たる株式資本金に対してまさしく 「形

態」・「内容」ともに利子と化するのである。

もっとも，このケースでは，内容に形態があわ

せられているのである。

以上のごとく，別府教授の第 1の配当の利子

化には， 「配当利回りの利子率化」と「配当率

の利子率化」すなわち利子の「内容」・「形態」

の2形態があり，この両形態は，配当が現実に

機能する資本の総利潤を包含し，それが擬制資

本額に対して利子化している点では同じである

が，配当の様式においては明確に区別さるべき

で，それを「利子の形態」で統一して記述する

ことには無理がある。統一するとすれば，例示

Aのケースが一般的であり，例示Bは例示Aを

論理的前提とするところから， 「利子の内容」

で，とすべきであろう。

しかして，「利子の形態ですなわち資本所有

の単なる報酬としてのみ受取られる」というの

は，第 1の意味の利子化においてだけではな
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い。第 2の意味の利子化においてはそれがさら

に進展するのである。そして，例示DおよびC

においてみられるように，第 2の利子化におい

ても，上述の「配当利回りの利子率化」と「配

当率の利子率化」の 2形態が存するのである。

そして，前者が一般的な姿である。 したがっ

て，「利子にまで配当そのものが縮減せしめら

れる」第 2の意味の配当の利子化においても，

「利子の形態」ではなく，「利子の内容」で，と

いうべきである。

なお，別府教授は，自己金融の根拠を，株式

会社における支配構造の変化を基底に，擬制資

本の運動法則にもとづくこの第 2の意味の配当

の利子化（配当の利子への縮減化）作用に求め

ている。しかし，自己金融段階にあっては，株

式資本額と現実の機能資本額それに擬制資本額

とが大きくかい離し，利潤の分配にあたっては

擬制資本の法則から離脱してかならずしもそれ

に拘束されることなく，支払い配当額は現実に

機能する資本にとって利子以下へさえも縮減さ

れていく，とわれわれは考えるり。この場合も

配当率は，一般に利子率を上回る高さである。

また，株式会社外の証券市場では，その株式も

擬制資本の運動法則の支配に服することはいう

までもない。

4「二重の意味」と段階区分

別府教授は，配当の利子化を規定するにあた. . . . . 
って，「配当の利子化は二重の意味で考えられ

ねばならない」（傍点一片山）とし，その「第 1

は，……配当が……総利潤を包含する場合……

第2は，利子にまで配当そのものが縮減せしめ

られる……場合である」，という。その他，配当

の利子化にふれる場合にはつねに，「三重らゑ
． 
味で考えられねばならない」，と繰り返し述べ

ているのである。もっとも，第 1章の規定にお

けるこの箇所は， 「自己金融をもたらしたもの

は何んであろうか。それは配当の利子化であ

る。. . . . . . . 
この配当の利子化は二重の意味……」 （傍点

一片山）となっている。しかし，第 2章の箇所

（別府57頁）は，株式フ゜レミアムと創業者利得

ーとくに配当の利子化について一論じたところ

である。したがって，教授は，一般的に「配当

の利子化は二重の意味で考えられねばならな

い」，と主張しているものと思考される。

ところで，馬場教授は，別府教授の「第 1の

意味」，「第 2の意味」という区別を，「配当の. . . . 
利子化の第 1段階」，「第 2段階」（傍点一片山）

と読みかえられている叫われわれもそのよう
. . . . 

に段階区分とすべきであると考える。しかし，

別府教授がそれをあえて「意味区分」とし，

「二重の意味」で考えるべきである， と強く主

張する理由・論拠は何処にあるのであろうか。

以下この点について若干の考察を加えてみた

い。

別府教授の第 1の意味の利子化と第 2の意味

の利子化の基本的相違は，前述のごとく，利潤

を配当するのか， それとも利子を分配するの

か，ということに存する。このような意味で区

別される両者を，「二重の意味」で考えるべき

であるという主張は，われわれの理解に苦しむ

ところである。ただ別府教授の場合，擬制資本

の運動法則一般を第 1の意味の利子化の規定に

のみ入れている。したがって，第 2の意味の利

子化の観点から問題を考えるときは，この利子

生み資本の運動を基礎に展開される擬制資本の

形成をまず前提としなければならず，その意味

においては，「二重の意味で考えねばならない」，

と言うことができよう。

また教授は，第 2章第 4節冒頭部分（別府57
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頁）において，「配当の利子化とは……二重の

意味で考えられねばならない」，と前置きし，第

1の意味の利子化と第 2の意味の利子化の規定

を繰り返えし，さらに両者の関連について，以

下のごとく記述している。「この両者は，密接

に関連しているものであるが，明確に区別して

考えるべきで，混同されることは許されない。

と同時に，何れか一方を否定し去って，配当の

利子化ということをもっぱら一方の意味におい

てのみ理解するということも誤りであると思わ

れる」，と。しかしてここで問題となっているの

は，ヒルファディングの創業者利得概念，その

中心となっている配当の規定，配当の利子化に

ついての理解をめぐってである。論者のなかに

たとえば第 1の意味の利子化にのみ固執して，

第2の意味の利子化を否定する見解のあること

を，教授は強く批判する意味で，「何れか一方

を否定し去って，••…• もっぱら一方の意味にお

いてのみ理解することも誤りであると思われ

る」，と述べているのである。もしこのような意，

味であれば，「二重の意味」においてでなく，

歴史段階的に「二つの形態」において考えなけ

ればならない，というべきであろう。

さらに，この「二重の意味」の問題を，配当

の利子化と株式会社の「所有一支配」構造の面

との関連でみていこう。第 1の利子化におい. . . . . 
て，早くも「配当が……利子の形態ですなわち. . . . . . . . . . . 
資本所肴の単なる報酬としてのみ受取られる」

（傍点一片山）と規定し， そこにははじめから

「所有と支配」の分離がみられるのである。教

授も，第 1の利子化は，「自己資本＝株主層内. . 
部における支配株主と一般株主への分化が前提

である」（傍点一片山）という。そして「この

ような株主層の分化，それに配当の利子化が一

餃化」（傍点一片山）することを，第 2の意味

第 42巻第 1-6号

における配当の利子化が展開する契機としてい

るのである。すなわち， ここでは，「一般化」

という量的把握しかなされていない。その他，

詳細な吟味は次の機会 6)に譲るが，別府教授に

おける配当の利子化の単純モデルであるA, B 

C, Dも平板上に全く並置され，また CとDと

の序列にも問題がある。さらに時価発行と自己

金融との発展段階的相異を全く認めず癒着させ

た取り扱いをするなど，教授の配当の利子化論

には，歴史段階的な拡大・深化が充分に認識さ

れずあいまいになっている。こうしたことが，

「二重の意味の配当の利子化」論となって主張

されることになったのであろう。もっとも教授

も第 2章第 4節においては，「第 2の意味にお

ける利子化は，第 1の意味における配当の利子

化の前提の上に，その発展として可能になって

いる」（別府65頁），と段階区分とも受け取れる

叙述もしている。しかし教授はこのあと続けて

「勿論この両者は現実の歴史においてはからみ

合って進行するであろうが，論理的には厳密に

区別さるべきである」，と述べている。 「現実

の歴史」においてはあるいはそうであるかも知

れない。しかし，この両者は，株式会社の発展

段階に照らして，「論理的」のみならず「歴史． 
的」にも区別さるべきである。

われわれは，株式会社の発展の段階に応じ

て，配当の利子化は，第 1の形態から第2の形

態へと歴史段階的に拡大・深化するものと考

える。したがって，この両者は，歴史的・論理

的に厳密に区別さるべきである。そういう意味

において，配当の利子化は，「二重の意味」で

はなく，歴史的に「二つの段階」で論理的には

「二つの形態」で考えなければならない，と云

うべきであろう。
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1) K. マルクス「資本論」，向坂逸郎訳，岩波文庫，

第 3巻第 3分冊， 229-231頁。

2) R. ヒルファディング「金融資本論」， 岡崎次郎

訳，岩波文庫，上， 177-178頁。

3)片山伍ー「株式フ゜レミアムと創業者利得ーその処

分可能性をめぐって一」， 経済学研究， 第32巻第 5

• 6合併号。

4, 6)配当の利子化と自己金融の問題，および株式

会社の「所有一支配」構造と配当の利子化との関連

については，本経済学研究の次号およびその次の号

にて考察する予定である。

5)馬場克三「株式会社金融論」 (1965年，森山書店）

291頁。

m 配当の利子化についての

マルクスの所説

1 マルクスの所説と「二重の意味」

の利子化

別府教授の第 1の配当の利子化は，「擬制価

格で株式を買う株主にとっては，配当が利子と

ともに企業家利得をもすなわち総利潤を包含す

る場合でも，それは利子の形態ですなわち資本

所有の単なる報酬としてのみ受取られるという

意味の場合」である。この第 1の利子化の規定

は，マルクスの資本論第 3巻第 5篇第27章mの

3に出てくる配当の利子化についての論述を，

全くその拠り処としている。すなわち，「彼ら

の受ける配当が，利子と企業者利得を，すなわ
．． 

ち総利潤を包括する場合でも（……）この総利
．． 

潤は，もはや利子の形態でのみ，すなわち資本

所有の単なる報償としてのみ受取られる…り」

（傍点一片山），というくだりが，教授にあって

も引用されている。そして，教授は，この「『利

子の形態』…•••というのは第 1 の意味での配当

の利子化であって，第 2の意味の配当の利子化

ではない」（別府19頁），という。上記のマルク

スからの引用文でわかるように，前節で吟味し
．． 

た別府教授の「総利潤を包含する場合でも」と
．． 

か「利子の形態」とかいう用語は，マルクスに

従ったものということができよう。そこで，マ

｝レクスのこの箇所が，別府教授の意味する第 1

の配当の利子化論を論じたものであるかどうか

を再検討していくことにする。

資本論第 3巻第 5篇第27章皿株式会社の形成

に列記された 1, 2, 3の各項には，株式会社

の生成•発展，そして転化・移行の論理がきわ

めて圧縮した形で簡潔に叙述されている。しか

して別府教授が引用したのは，この 1, 2 , 3 

のうち最後の 3'すなわち株式会社における機

能資本家と資本所有者の転化を論じ，資本主義

的生産の最高の形態である株式会社が新たな生

産様式への通過点にあることを強調した箇所か

らである。引用された文でマルクスがいう「彼

ら」とは，それに先立つ「資本所有者の，単な

る所有者への，単なる貨幣資本家への転化」，

を受けてのことである。またこの「資本所有者

の……」なる文章は，その直前における「現実

に機能する資本家の，単なる一経営者への，他

人の資本の管理者への転化，及び」に続くもの

である。そしてこの「経営者の俸給は，他のす

べての労働と同じく，その価格を労働市場で調

節される一種の熟練労働の単なる労働賃金であ

る，またそうあるべきである……」， と論述し

ている。このあとに「資本主義的生産の最高の

発展のかような結果こそは，資本が……結合さ

れた生産者たる彼らの所有として，直接の社会

有として，再転化される途上の必然的なー通過

点である」， と結論する。まさしくマルクスの

この箇所は，株式会社の社会経済的極限の姿を

描いたものといえよう。

このように，別府教授の利子化のはじまりに
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おける「擬制価格で株式を買う株主」は，マル

クスにおける「彼ら」に，すなわち株式会社の

発展の極限における「単なる所有者」・「単な

る貨幣資本家」に転化した「彼ら」に対応させ

られているわけである。しかし教授の第 1の利

子化とマルクスのこの箇所とは，対照的に，株

式会社の発展段階の両端に位置するものと考え

る。もっとも，教授は，第 1の利子化において

も，「擬制価格で株式を買う株主」は，配当を

「利子の形態ですなわち資本所有の単なる報酬

としてのみ受取る」と述べ，利子化が極限まで

進展するように規定している。しかしながら，

第 1の利子化のこのような位置づけ・内容規定

には，前節で吟味したような問題点が存するの

である。

ともあれ，われわれは，マルクスにおける上

記の箇所を，別府教授が第 1の意味の配当の利

子化に固定的に位置づけることには大きな疑問

をもつ。そこで，まずマルクスの株式会社論に

ついて，必要なかぎりでいま少しくみておこう。

2 マルクス株式会社論と配当の利子化

マルクスは，当時の株式会社および証券市場

の実態からして，株式擬制資本の運動について

法則的理解までは到達していなかったようで，

資本論では詳しい叙述を行っていない。したが

って，問題の「利子の形態」が，形態・内容と

も含めて「利子」なのか，それとも「利子と企

業者利得とを……包括する場合でも」とあるか

ら内容的に「配当利回りの利子化」を指すのか

は，明らかでない。ただ，マルクスは，この箇

所に続けて，行をかえ，「経済学的に重要な次

のことが注意されねばならない」として，以下. . . . . . 
のごとく述べているのである。「利潤はここで. . . . . . . . . 
は純粋に利子の形態をとるのであるから，かよ

うな諸企業は，それらが単なる利子のみをもた

第 42 巻第 1~6 号

らす場合にも，なお可能である。そしてこのこ

とは，……不変資本が可変資本に対して巨大な

比率をなすこれらの企業は，必ずしも一般的利

潤率の均等化に参加しないからである 2)」（傍

点一片山）と。しかして，この記述の直後に，

エンゲルスが補足しているように，「以上のこ

とをマルクスが書いてから，周知の如く，株式

会社の二乗，三乗の力を示す新たな産業経営形

態が発展した」のである。

このようなマルクスの株式会社は，当時株式

会社の形態をとっていた鉄道，鉱山，航運など

特殊な公共事業における現実の利潤率，そして

配当率の高さが利子率程度であるのをみて描か

れたものであろう。

ところで，このようなマルクスの株式会社論

に対して，ヒ｝レファディングは，以下のように

評価しかつ問題点を述べている。「マルクスは，

資本主義的生産における信用の役割の天才的ス

ケッチー惜しくも彼は詳論を果さずに終った一

において，株式会社の形成を信用制度の帰結と

して把握し，次のことをその作用としてあげて

いるり」，と述べ，マルクスの例の「皿株式会

社の形成」の部分を引用する。そして，「株式

会社の経済の我々の理解は，マルクスによって

展開されたそれを越えて進む」。「配当を，彼は

まだ特殊な経済的範疇としては把握しておら

ず，それゆえ創業利得をも未分析のまま残して

いる。……株式会社の普及とともに，株式会社

の利潤は，個人企業の利潤と全く同様に一般的

利潤率の均等化に参加せねばならないというこ

とは明らかである。……マルクスの念頭には，

当時の鉄道株式会社があった。そしてこの点で

は彼の所述はおそらく部分的にはあたっている

であろう。ただ部分的にのみ，と言う理由は，

そこでも創業利得はすでに利潤の一部を先取し
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ていて，それが鉄道の価格において表現されざ

るをえなかったからである」，と。

このようなヒ）レファディングの批評に対し

て，鈴木芳徳教授は次のように反批判する。「マ

）レクスはヒルファディングとは時代を異にし，

異なった事実を見ていたのであり，マルクスの

場合，問題は低利潤率の特殊な業種部門の株式

会社であって，ヒルファディングにおけるよう

な体制一般化が問題だったわけではない。その

意味では，ヒ）レファディングの批評は正鵠を射

てないり」，と。たしかにマルクスの時代には，株

式会社は全体制的に一般化していたわけではな

い。そして， ヒ）レファディングが指摘している

ように，「創業利得をも未分析のまま残してい

る」。しかしながらマルクスは，株式会社にお

ける資本の社会的集中にともなう社会的生産の

展開と，私的所有にもとづく支配集中の強化と

の矛盾として，「それは， 一つの新たな金融貴

族を，発起人，創立人，単なる名目的な重役の

姿態における新たな種類の寄生虫を，会社創

立，株式発行，株式取引に関する山師と詐欺と

の全制度を，再生産する 5)」，と述べている。当

時の鉄道会社において，すでに利潤の一部が創

業者の利得として先取りされていて， その結

果，利潤率が利子率程度に低下していたことも．

推察できるのである。

ところでマ）レクスは，量的に特定の業務分野

に限られ，そして質的に利潤率の面においても

限られた株式会社のみを論じているわけではな

い。たとえば， 先に引用したように，「株式に

よって代表される払込額が，……（利子率） 5 

形ではなく， 10彩をあげるとすれば 6)」，と利子

率を上回る利潤率の例を示している。また，こ

れまで繰り返し引用してきた例の箇所，「配当

が，利子と企業者利得とを，すなわち総利潤を

包括する場合でも」，と利潤を産むものとしての

株式会社に理解を示している。しかも株式会社

における所有と機能の分離を「資本主義的生産

の最高の発展」とし，「資本が……結合された

生産者たる彼らの所有として，直接の社会有と

して，再転化される途上の必然的なー通過点で

ある」，とさえ論述しているのである。 ここに

は，さきの特殊な公共事業の分野にみられた株

式会社とは対照的に，社会経済的に一般化し，

体制的に歴史的意義を担った株式会社の姿が描

かれているのである。

3 マルクスにおける配当の「利子の形態」

上述したようなマルクスの二つの株式会社論

にしたがって，問題の「利子の形態」の箇所の

考察に移ろう。簡潔な文章のなかに，また前後

における含蓄ある株式会社論の展開の故に，い

ろいろな解釈が生れてくるところである。同箇

所を再度かかげておこう。

「単なる所有者へ」，「単なる貨幣資本家へ」

転化した「資本所有者の」「受ける配当が，利

子と企業者利得とを，すなわち総利潤を包括す

る場合でも，この総利潤ほ，もはや利子の形態

でのみ，すなわち資本所有の単なる報償として

のみ受取られる……」。
．． 

ここで「総利潤を包括する場合でも」 (selbst

wenn, 英訳版evenif) (傍点一片山）といわれ

ると，総利潤を包括しない場合は，「当然のこ

とながら」，ということになろう。そこで，この

総利潤を包括しない場合も含めて，マルクスに

おける配当の利子化の問題について，この「利

子の形態」の箇所を中心にこれまでの考察を整

理しながらみていこうと思う。

マルクスの株式会社論の展開に即して，上記

「利子の形態」ないし配当の利子化の問題を考

えるとき，まず第 1にあげられるのは，当時株
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式会社形態をとる主要な領域であった鉄道，鉱

山，航運など特殊な公共事業の分野において，

一般的に現実の利潤率そして配当率の高さが，

利子率程度のものであったという事実である。

このような諸会社にあっては， 「配当が総利潤

を包括する場合でも」，「利子の形態でのみ受取

られる」ほかない。しかしながら，この場合，

総利潤には企業者利得は量として含まれていな

いわけである。

ところで，マルクスは，「利潤がここでは（株

式会社一片山）純粋に利子の形態をとるのであ

るから，かような諸企業は，それが単なる利子

のみをもたらす場合にも， なお可能である」，

と述べている。別府教授はこの箇所を引用し

て，「第2の意味の配当の利子化は株式会社が

平均利潤を得ているとしてもそれから分配され

る配当は利子に縮減化されるということである

が，マルクスのここでいっていることは，配当

が利子の形態をとることから，企業が獲得する

利潤そのものが利子に等しいまで縮減化される

ことが可能であるといっている」のであって，

「配当の利子化の第2の形態（利子への縮減化）

とは異る」（別府 9頁注 (2))' という解釈を示

している。たしかにマルクスのここでの配当の

利子化は，別府教授の第 2の利子化とは異な

る。しかしながら，ここでの株式会社をマルク

スの二つの株式会社のどちらにおくかによっ

て，その理解は異なる。すなわち，特殊な公共

事業における株式会社か，それともこの箇所の

直前に展開された「通過点」にある株式会社か

である。「不変資本が可変資本に対して巨大な

此率をなすこれらの企業は，必ずしも一般的利

潤率の均等化に参加しない」，というすぐあとに

続くマルクスの叙述からみて，前者の株式会社

に置いてこれを読むとすれば，そして一般的に

第 42 巻第 1~6 号

そのように理解されており別府教授もその一人

でああるが，「マルクスがここでいっているこ

とは，……企業が獲得する利潤そのものが利子

に等しいまで縮減化されることが可能であると

いっているのである」，とする別府教授の理解

は転倒である。マルクスは，ここでは縮減化さ

れない利潤そのものが利子に等しいような事業

も可能となるといっているのである。マルクス

は，この場合，株式会社を，資本規模において

のみならず，また利潤率においても不可能であ

った事業を可能にする特殊な形態としてとらえ

ているのである。

さてそこで，つぎに，「かような諸企業」に

おける利潤率が何故に利子程度の低さであった

ろうか。そして，「単なる利子のみをもたらす

場合にも，なお可能となる」ように資本の結集

ができたのは何故か。この問題は結集される資

本の側と結集する機能資本家の側の双方におい

て吟味されねばならない。まず利潤率の低さに

ついて， マルクスは， 「不変資本が可変資本に

対して巨大な比率をなすこれらの企業」の特性

をあげている。鉄道，鉱山，航運業などは，会

社設立から稼動収益期までかなりの期間を要

し，その間巨額の資本投下がなされねばならな

い。このように継続的な巨大投資を必要とし，

しかも高い収益をあげることが困難な当時の情

勢のもとでは，大きな利潤率も期待できなかっ

た。 18世紀末頃の運河会社にはじまった優先株

が， 1830年からの鉄道時代に入って急速に普及

したのも， この間の事情を物語るものであろ

ぅ。他方，当時の富有な個人企業資本家や商人

資本家の階層，さらに地主階層の豊富な余裕所

得が，着実な発展をみせる英国経済においては

吸収しきれず，したがって投資も利子程度で満

足をしたものと考えられる。また，今日でもみ
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られるように，鉄道会社からの配当のみを直接

の投資対象としたのではなく，その面では多少

の不利はあっても，鉄道建設によって得られる

付帯的利得たとえば彼らが営む事業に直接間接

もたらす利益や地価の上昇などが期待され，投

資を促進したものと考えられる。あるいはまた

当時は，時代の尖端を行く鉄道会社の株主とな

ることは，社会的地位を象徴するものであった

のであろう。他面，発起業者ないし機能資本家

にとっても，鉄道会社などの創設は利得を得る

大きな機会であった。このようにして，当時の

株式会社の実態においては，一般利潤率の均等

化に参加している桝式会社以外の企業に比し

て，別の意味で利潤＝配当の利子化がみられ

た，といえるかも知れない。しかし，株式会社

自体についてみれば，これは本稿で論じている

「配当の利子化」の出発点以前の問題である。

マルクスの配当の利子化についての第 2の解

釈は，前述のヒルファディングの批評にみられ

たごとく，創業者利得先取りを想定した資本構

図の場合である。すなわち，たとえ配当が現実に

機能する資本の稼得する利子と企業者利得とを

包括した総利潤である場合でも，それは擬制価

格に等しく水増しして設定された株式資本金に

対しては，「利子の形態」で受け取られるわけ

である。このような理解に立つならば，まさし

くマルクスの叙述の通りに，「配当が利子と企業

者利得とを，すなわち総利潤を包括する場合で

も……，この総利潤は，もはや利子の形態での

み，……受取られる」。しかしながら，ヒルファ

ディングの批評にあるように，「配当を，彼は

（マルクスー片山）はまだ特殊な経済範疇とし

ては把掘しておらず，創業利得も未分析のまま

残している」。ただ創業者利得が先取りされる実

態については，マルクスも承知していたものと

思われ，株式会社の生成•発展が，「ひとつの新

たな金融貴族を，発起人，創立人，単なる名目

的な重役の姿態における新たな種類の寄生虫を

会社創立，株式発行，株式取引に関する山師と

詐欺との全制度を，再生産する」，と指摘してい

るのである。ともあれ，マルクスには未だ創業

者利得先取りについての法則的認識が充分でな

く，またマルクスの叙述の趣旨からみて，この

箇所はより一般的に配当の利子化を論じたも

の，と考えるのが妥当であろう。

そこでつぎに，「利子の形態」についての第

3の解釈に移ろう。それは，「彼らの受ける配当

が，利子と企業者利得とを，すなわち総利潤を

包括している」ところまでは第 2の理解と同じ

であるが，こんどは配当率が利子率を上回る，

したがって擬制資本価格が株式資本金額（機能

資本額）を超えているケースである。株式会社

が体制的に普遍化していくなかで，一般的にみ

られるのがこれである。この第 3の理解におい

ては，利潤を配当し，その配当を資本還元した

擬制価格が出資額＝額面を離れて騰貴する結

果，配当利回りが利子率化するわけで，これ周

知の配当の利子化現象である。別府説における

第 1の利子化も，そのような理解のもとにこの

箇所を引用しながらその論拠としているのであ

る。ただそうであるとするならば，別府説の検

討の際に述べたような問題点が残り， 「利子の

形態」でというよりは， 「利子の内容」で，す

なわち「利子率化した配当利回り」で，という

べきであろう。

ところで，このような企業者利得を含めた配

当の形態・内容においては，擬制価格と出資額

（機能資本額）との差額である創業者利得が形

成され，それは額面金額を出資した発起人や引

き受け銀行などの支配者団が取得することにな
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る。別府教授も第 1の意味の配当の利子化にお

いては，「産業会社は企業者利得を含めて総利潤

を分配しているのに，株主にはそれが利子にし

か当らないという矛盾の解決が創業者利得の成

立であり，それの支配株主・銀行・創業者等に

よる収得であったのである」（別府19頁），と述

べている。しかして，このことは，創業者利得

を未だ折出していないマルクスにあっては，機

能の果実としての企業者利得を取得する機能資

本家が存在する段階である。しかしながら，こ

の箇所の冒頭には，「現実に機能する資本家の

単なる一経営者への，他人の資本の管理者への

転化，……。……経営者の俸給は，……単なる

労働賃銀である……」と述べているわけで，第

3のような解釈をする場合とマルクスの上記の

叙述の場合とでは，株式会社の発展段階に大き

な開きをみるのである。

つぎに「利子の形態」の第 4の解釈を示そ

ぅ。問題の「利子の形態」の箇所は，「資本主

義生産の最高の発展のかような結果こそは，…

…直接の社会有として，再転化される途上の必

然的なー通過点である」， と結論された節であ

る。そして行をかえて， 「経済学的に重要な次

のことが注意されねばならない。利潤はここで

は純粋に利子の形態をとる……」と述べられて

いる。もっともこのあと， 「不変資本が……巨

大な比率をなすこれらの企業は，必ずしも一般

利潤率の均等化に参加しない」，と続く。こう

した点からここにおける株式会社は前述のごと

く，「通過点」にある株式会社とは対極的な段

階に位置づけて考えることもできるのである。

しかしながら，この第27章皿株式会社の形成

の1,2,3,は株式会社の形成•発展そして転

化の過程を素描しており，「通過点」にある株

式会社を論じたものとみてよかろう。そして，

第 42 巻第 1~6 号

この第 5篇では，利子附資本，利潤の分割，利

子と企業者利得，信用と空資本などを問題に

し，とくに利子範疇の確立により，利潤の質的

分割，つまり単なる所有の果実としての利子

と，単なる機能としての果実としての企業者利

得への分割が行われることが論ぜられて，第27

章に至っているのである。したがって，単なる

所有者へ，単なる貨幣資本家へ転化した資本所

有者が受ける配当が，「利子の形態」でのみ，

すなわち資本所有の単なる報償としてのみ受取

られる」ことは，当然のなり行きであろう。

ところでこの段階で，株式会社が利潤を，す

なわち利子と企業者利得とを稼得しているとす

れば，企業者利得はどうなるのか。さきの利潤

の質的分割においては，利子は単なる所有の果

実となり，企業者利得は単なる機能の果実とし

て機能資本家に帰属していた。しかしながら，

この段階では，単なる貨幣資本家へ転化した資

本所有者が配当を「利子の形態でのみ」受取

る。他方で，「現実に機能する資本家の，単な

る一経営者への，他人の資本の管理者への転

化」により，いまや「経営者の俸給は，他のすべ

ての労働と同じく，……一種の熟練労働の単な

る労働賃銀である」， という。そうであるとす

れば，企業者利得はどこへ行くのか。株式会社

内部に留保されることになるのであろうか。

別府教授は，「……『直接の社会有』への『一

通過点』をなすという理解は，……これによっ

で…••自己金融に特徴づけられる最近の段階に

至るまでの株式会社を理解する基本的視角が与

えられている」（別府 9頁），という。しかし他

方では，教授は，マルクスのこの箇所における

「『利子の形態』 というのは第 1の意味での配

当の利子化であって，第 2の意味の配当の利子

化ではない。第 1の意味の利子化は……自己金
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融を展開せしめるものではない」（別府19頁），

と主張しているのである。

マルクスは，この「通過点」のあと，前述の

ごとく，「利潤はここでは純粋に利子の形態を

とる」，と述べているが，この「ここでは」が，

マルクスにおける二つの株式会社のいずれの段

階を示しているのか，必ずしも明確ではない。

鉄道など特殊公共事業領域における初期株式会

社は，利子程度の利潤しかあげえないわけであ

るが，別府教授は，「マルクスのここでいってい

ることは，……企業が獲得する利潤そのものが

利子に等しいまでに縮減化されることが可能で

あるといっているのである」（別府 9頁注(2)),

という理解を示している。「ここでは•••…」が

「通過点」段階の株式会社における利潤の利子

化を指すのであれば，単なる貨幣資本家へ転化

した資本所有者の受ける配当は，「もはや利子の

形態でのみ……受取られる」。また「現実に機能

する資本家の，単なる一経営者への……転化」

によって，彼らの俸給が単なる労働賃金とな

る。そして，企業者利得は消滅し自己金融もで

きない。株式会社は，こうして漸進的に新たな

体制のもとへ移行するのであろうか。

いずれにしても，別府教授が第 1の意味の配

当の利子化の論拠として引用したマルクス「資

本論」の箇所においては，「所有と機能の分離」

は問題となっても，所有内部における「自己資

本の他人資本化」， 「所有と支配の分離」， そし

て配当の利子化の過程の詳細な分析はなされて

いない。他方また，「現実に機能する資本家」

が「単なる一経営者」・「他人の資本の管理者」

へ転化して，その報酬が企業者利得から単なる

労働賃銀へと転化する過程・契機も明確に示さ

れていない。ただ社会経済的に「通過点」にあ

る株式会社の姿が簡潔に描かれているのみであ

る。われわれは，株式会社の発展のゆく末への

展望を述べたこの箇所で，「配当が，利子と企

業者利得とを……包括する場合でも……もはや

利子の形態でのみ……」というその記述などか

ら考えあわせて，ここでは形態規定に重点がお

かれているのではないかとも考えるが，その叙

述の簡潔さと混乱の故に，これまで述べてきた

ごとく，いろいろな解釈が生じてくる。したが

って，この箇所を，別府教授のように第 1の意

味の配当の利子化にのみ固定して考えること

は，誤りであろう。株式会社の将来を洞察した

この箇所には，別府教授のいう第2の意味の利

子化，さらにその先の段階も包含されていると

みなければなるまい。

なお，配当の利子化と自己金融との関連，ぉ

よび自己金融段階における株式会社についての

詳論は，次の機会に譲ることにする。

1) K. マルクス「資本論」，向坂逸郎訳，岩波文庫，

第3巻第 3分冊， 182頁。

2)同上， 183頁。

3) R. ヒルファディング「金融資本論」， 岡崎次郎

訳，岩波文庫，上， 187-189頁。

4)鈴木芳徳「信用制度と株式会社」 (1974年，新評

論社） 179-180頁。

5) K. マルクス，同書， 185頁。

6)同上， 230-231頁。

7) 「資本所有者」が転化した「単なる貨幣資本家」

は，「総利潤から『企業利得』を差し引いた部分と

しての量的な意味での利子だけを取得して満足する

資本家ではない」，とし，「株式会社においては，ほ

ぼ全利潤を取得しうる無機能者たる貨幣資本家と，

多かれ少なかれの労賃を取得する機能者たる支配人

・労働者への 2分割が生ずる」という論者もいる。

岩見昭三「マルクス株式会社論の一考察」（経済学

雑誌，第74巻第 5号） 71-72頁，参照。

追記

学兄別府正十郎教授逝いて早くも10年，配当の利子

化問題について先達であった氏の御教示を直接受ける

ことができないのは，まことに残念のきわみである。
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氏の理論の組み立ては精緻であり，それだけにその見

解に対する疑問， 問題点の指摘もまた細部にわたっ

た。あるいは誤読・誤解があるのではないかと，おそ

れる次第である。
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