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はじめに

マルクス物神性論の意義と限界

﹃資本論﹄の方法論としてそのマルクス物神性論
が︑マルクス研究の焦点になっている︒剰余価値理
論＝搾取理論としての﹃資本論﹄より︑ブルジョワ
的意識の倒錯性を批判する物神性論としての﹃資本
論﹄の方に批判理論としての魅力を感じられる時代
が︑この時代の特色なのかもしれない︒たしかに︑
仮象と本質の区別が無視され︑本質的連関の把握に
向かわない表層的で感覚的な言いまわしによる物事
の了解の仕方がもてはやされ︑知のファッション化
が語られる今日︑倒錯的な意識や現実を批判する意
義は大きい︒

労働連関にもとづいて経済的諸関係を理解すべき
であるという観点では︑マルクス物神性論は労働価
値説を徹底化する視点と見なしてよい︒物と物の交
換関係によって価値が決まる現象を︑労働によって
根拠づけないで︑物に固有の属性 ＝(性質︑
としてしか捉えない倒錯︑また︑商品の
Eigenschaft)
売りと買いを重ねることによって︑それだけで手持
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ちの価値がひとりでに増えたり︑資本が資本を生み︑ れることがそもそも倒錯した︑逆立の現実なのであ
価値が価値を生むという現象を︑生産過程から切り
り︑これに対してそれを当然のように見なし︑その
離してそれだけ独立した現象とみなす倒錯︑市場と
転倒性に気づかないのが物神崇拝なのである︒
生産の場の分離を基礎にして︑日常生活はこうした
古典派経済学は︑たしかにすべての価値を労働に
倒錯に陥り易い︒その限りでマルクス物神性論は大
還元した︒その意味で重金主義の拝金思想を克服し
変重要なイデオロギー批判である︒
たスミスは︑偶像破壊者としてのルターに比喩され
ただし︑マルクス物神性論を構造的︑体系的︑連
たのである︒しかし︑古典派経済学も価値を労働に
関的な社会認識を説くものとしてだけ了解し︑労働
還元しながらも︑やはり価値を物象の属性として了
連関に基礎づけて事物の社会的規定性を把握すれば
解していたのであり︑その物神性批判は不徹底に終
物神的倒錯に陥らないと解釈するのは︑マルクス解
ったとマルクスはみなす︒
釈としては正しいとは言えない︒何故ならそうした
マルクスは︑古典派経済学者が労働の固まりを事
解釈は︑事物が社会的規定性を属性として持ち︑そ
れによって社会関係を構成していると考えたうえで︑ 物としての生産物と解したことによって︑価値を事
物の属性と考える物神崇拝を脱却し切れなかったと
それが可能なためには労働が対象化されていなけれ
考え︑事物を形成する具体的有用労働と︑価値を形
ばならないと考えるからである︒この一見常識的な
成する抽象的人間労働の峻別によって︑価値が事物
解釈こそが実はマルクスにすれば物神崇拝なのであ
の属性ではないという彼独特の物神性論を形成した
る︒
のである︒
マルクスにすれば︑事物の社会的性格︑社会的規
事物はそれ自体は社会関係を取り結ぶわけではな
定性︑社会的支配力等が労働から説明されていない
としての価
から物神崇拝だとしているわけでは決してないのだ︒ いが︑抽象的人間労働の膠質物 (Gallerte)
値が付着することによって︑外見的には価値を含む
そうではなくて︑人間でもないのに事物
(Ding,Sache)
物と見なされ︑商品としての社会関係を取り結ぶこ
が社会的規定を付与され︑それによって杜会関係を
取り結んで︑他の事物や人間を支配するように現わ
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とになるのである︒価値はそれ自体︑労働の社会的
性格であり︑総労働に対する割合である︒

ところが一たん︑人と人の閑係が物と物の閑係に
置き換えられてしまうと︑社会関係はあたかも物自
身の関係であるかのように自立的に展開するので︑
それが人と人との労働関係であることや︑労働に対
する搾取関係であることが隠蔽されてしまうことに
なる︒この隠蔽によって︑生産過程では︑価値の唯
一の源泉である筈の労働力は費用として節約の対象
にされ︑生産性を上げるためには︑生産手段 不(変資
本 の)割合を増す方がよいという倒錯した事態が現
われる︒

スは︑経済関係を資本による賃労働の搾取構造の明
確化のために分析しているのであり︑その観点から
は︑労働をめぐる階級的な人間関係が社会関係とし
て把握されることになる︒物の社会的規定は人間の
社会関係のあくまで投映にすぎないと考えるのであ
る︒

だからマルクスは価値と事物を二元論的に把握し
ているのだ︒価値は事物の社会関係ではない︒あく
まで労働の社会関係である︒しかし︑それは事物の
外にいる労働者たちがこれから労働する関係ではな
くて︑事物に対象化されている労働の関係である︒
それ故︑事物の関係と倒錯視されることになるのだ︒

流通過程においても︑流通から価値が生じるかに
現象するし︑流通をふまえた資本主義生産の総過程
では︑競争が各資本部分の独立化をもたらし︑資本
が資本を生む資本の自己増殖が現れる︒しかも︑資
本の利潤は︑利潤率均等化によって︑資本総額に比
例するとマルクスは判断している︒市場全体の剰余
価値の総和が投資額に比例して資本家に配分される

つまり価値は︑労働の社会関係なのだ︒しかし︑
この労働は生産物に投下凝結した労働に他ならない
から︑各生産物に付着している形で︑いわば実体的
に捉えられているのである︒事物自身からは区別さ
れているから︑この実体は抽象的人間労働の固まり
それ自体であり︑そういう形で実体化された労働の
社会関係が価値なのである︒

マルクスにすれば︑いかに事物が社会関係を取り
結んでいるように見えても︑社会関係である限り︑
人問関係であって物の関係ではない筈だ︑物の関係
のように見えるのは︑人間関係が物の関係に置き換
えられているからに他ならないのだ︒たしかに社会
関係が人間関係でしかなく︑物の関係ではありえな
いのは一見公理のように思われる︒それに︑マルク
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結果を生じるというのである︒可変資本の割合が大
きくても利潤率は有利にならないというのである︒
そこで生産価格は費用価格 不(変資本十可変資本 プ)
ラス平均利潤として形成されるため︑不変資本の割
合の高い部門では生産価格は価値より高くなるし︑
可変資本の割合の高い部門では反対に低くなる︒マ
ルクスは生産価格論で︑価値法則が歪められ︑労働
関係がただ隠されるだけでなく︑現実の資本関係で
は︑労働から独立化し︑骨化した資本の自立的運動
が現われるのであるとしているのだ︒この現実の倒
錯した姿に対する枇判が物神性論なのである︒
現実がいかに倒錯していようとも︑マルクスによ
れば社会関係は︑本質的には労働に基づく人間関係
であり︑資本制においては︑労働者の労働を搾取し︑
それを蓄積する関係に他ならないのだから︑労働か
ら疎外され︑物象化して自立的に発展した関係も︑
根底的には価値法則の作用を受けるのであり︑労働
に基づかなければそれだけ大きなツケを払わなけれ
ばならないのである︒生産価格も価値との乖離幅は
剰余価値がプラスになる範囲に限定され︑総量的に
も価値の規制を受けることになっている︒不変資本
の割合の増加は︑総資本としての利潤率の傾向的低
下を招くし︑蓄積論的には過剰生産恐慌を招く︒資
本家階級は︑倒錯的な現実を受容し︑倒錯的な論理

によって利潤を得ているがゆえに︑倒錯に陥らざる
を得ない︒従って最終的には自己の没落を招かざる
を得ないとするのである︒

マルクスの物神性論は﹃資本論﹄全体を貫く方法
論である︒﹃資本論﹄の第一部・第一章・第四節﹁商
品の物神的性格とその秘密﹂は商品論でのその展開
にすぎない︒各段階︑各場面の中で物神性論の展開
は変様を示すのである︒その共通性は事物が社会的
規定性を自己の属性 ＝(性質 Eigenschaft)
にし︑社会
的主体性を発揮することである︒

大雑把に分けると︑商品における労働関係の物象
関係への Quidproquo(
置き換え ︑)貨幣における労働
関係の蛹化 貨(幣商品の自然形態を外皮にして労働
関係がその中に宿り︑外面的には貨幣は自然物金の
属性に見えること ︑)商品流通では価値が変態するこ
とで︑物資が価値として流通すること︑生産過程で
は不変資本にあたる機械等が生産の主体であるかに
現われる神秘化︑流通過程では回転率による価値増
殖︑総過程では資本の自己増殖︑独立化としての骨
化等の把握が物神的性格の解明になっている︒ 真(木
悠介著﹃現代社会の存立構造﹄筑摩書房︑一九七七
年刊︑参照 )
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マルクス物神性論をその全展開を踏まえて再検討
すると︑個々の展開に無理があるばかりでなく︑人
と物︑社会関係と事物の二元論に陥っていることが
見えてくる︒それに﹃資本論﹄の論理展開自体がマ
ルクス物神性論に導かれてしまい︑実証面の弱さや
論理展開の強引さを見せている︒

マルクス人間観の限界と︿人間観の転換﹀

労働連関という本質的な連関に基づいて生産様式
を解明する視点から︑表層的で一面的な経済認識を
批判するという正しい視点に立ちながらも︑マルク
ス自身が対置したのは︑労働者の生きた労働にのみ
価値の全源泉を求めるというそれ自身一面的な立場
であった︒
労働過程は︑労働者の作業の過程であると同時に
労働対象の変化過程でもあり︑労働手段の機能過程
でもある︒それぞれの労働要素の営みのうちに価値
が形成されるのであって︑これを労働者の身体的活
動に換算できるとしても︑決して還元できるわけで
はない︒

生産︑流通︑消費という経済循環をあくまで身体
的な諸個人の社会関係の営みとして構造的に把握し
ようとするために︑それが生産手段や生産物を含む
人間の非有機的身体としての人間的自然の自己再生
産であるという反省が忘れられてしまっている︒た
とえ労働者の労働が第一番目に主体的であっても︑
実際の生産にあたっては相互的な関係であって︑各
契機は相互に手段になり︑目的になる︒経済循環の
出発点がたとえ人間の身体的欲求だとしても︑現実
には︑労働力としての身体をも含めて諸生産物が相
互に需要し合い︑供給し合うのであり︑相互に生産︑
流通︑消費し合うのである︒

人間的自然の再生産構造の中で︑人間身体の意識
もそれに照応して形成されるのである︒決して身体
の第一次的欲求にだけ基づくのではない︒経済の各
場面における意識機能は︑諸生産物の相互連関を反
映し︑これに規定されて生起するのであるから︑単
に個人的な身体の意識であるにとどまらない︒同時
に︑社会的意識︑生産物の意識の面も持つ︒社会連
関︑諸生産物を身体的器官とする意識が形成されて
いるのである︒

ただ人々は私有観念から︑自己の意識を形而上学
的な実体としてのコギトに生じる現象としてのみ把
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握するため︑その意識が諸事物が人間身体に自己を
対象化することによって自己実現を計る事物自身の
意識でもある面が見失われているだけである︒だか
ら︑身体的諸個人のみが意識主体であるということ
を理由に︑身体的諸個人のみを社会形成の唯一主体
と考えることは︑それ自身私有観念に囚われたイデ
オロギーなのである︒
マルクスは︑物の人間化︑人間の物化を物神的倒
錯に基づく物象化及び疎外として批判するが︑そも
そも経済関係は︑物の人間化︑人間の物化の関係で
はなかったか︒経済関係では︑物は人間の非有機的
身体として人間的自然の一部を構成するし︑人は物
の中に自己を表現し︑自己を見出す︒人は自分が造
り出した物︑自分が支配する物として他者と関係す
るのである︒そして︑物によって身体も意識も再生
産される︒また物的連関の中で人も物として機能す
る︒
もともと﹃経済学・哲学草稿﹄で非有機的身体と
しての自然︑人間的自然の立場︑ヒューマニズムと
ナチュラリズムの統一を唱えたのはマルクス自身で
ある︒﹃フォイエルバッハ・テーゼ﹄では﹁対象︑
現実︑感性がただ客体のまたは観照の形式のもとで
のみとらえられて︑人間の感性的活動︑実践として︑

主体的にとらえられていないこと﹂が批判されてい
る︒ここには対象や現実を自己の外に︑自己の他者
としてとらえ解釈する観方から︑対象や現実を自己
自身の現実として引き受けて︑そこに孕まれた問題
を自己自身の問題として取り組み︑変革をはかろう
とする積極的な思想が見られる︒

ところが︑一方でマルクスにとっては︑あくまで
主体は身体的諸個人であるとして︑その感性的な立
場に固執していたのである︒とはいえマルクスは意
識自体を社会的にとらえ返しており︑現実社会の構
造によって規制され︑創出されたものであることを
強調してはいる︒ところがこの現実社会もいわゆる
現実的諸個人の関係でしかない︒だから︑社会的な
諸事物は︑現実的諸個人が衣食住その他の物質的生
活を営むための素材ではあっても︑それが営まれて
いる社会の構成主体ではない︑とマルクスは考えて
いたのだ︒

本書の課題は︑マルクスが果そうとして果せなか
った人間と自然の統一的把握の足がかりを見出すこ
とである︒そのためにはまず﹁価値﹂についての次
の諸点が確認されなければならない︒
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①価値が人と物︑労働と物の抽象的区別の止揚であ
ること︒
②価値は︑人間化した事物の商品社会における社会
的本質であること︒
③価値は社会的な事物に対する物的支配力である
こと︒
④それ故︑市民社会 ＝(商品社会 に)おいては︑人間
がまず第一義的に獲得しなければならない規
定性が価値であること︒
商品価値を人間の本質規定とすることに対して︑
人間の疎外された姿を人間の本質とすることになる
という批判が予想される︒しかし︑我々人間は商品
関係において現存しているのであり︑抽象的に人間
と自然の代謝や人間間の分業を営んでいるわけでは
ない︒人間としての意識や行動も商品性を抜きに語
れるわけではない︒﹁人間﹂の理念それ自体が自己
の商品性に対する肯定的及び否定的意識に基づいて
形成されている︒たしかに非人間的と言われる様々
な問題の根は商品性にあるが︑逆に人間的と言われ
る倫理的なことがらも商品人間としての生活に根ざ
しているのである︒

交換発生前は主観・客観が未分化な﹁融即の論理﹂
に支配されているので︑かえって自他の区別︑主・
客の区別に基づく人間的認識が確立されていなかっ
た︒だから目的意識的な対象変革活動としての労働
も論理的に完成されていない︒かえって疎外された
現実の中で︑それに対する批判を介して人間の理念
が形成されるのである︒だからいわゆるヒューマニ
ズムの語る人間性は現実の批判から︑現実に対置さ
れた理念としての人間性であり︑現実に即した人間
性ではない︒経済学が科学として把握すべき現実の
人間の存在構造は︑あくまで現実に即したものでな
ければならない︒その意味で商品性は現実に即した
人間性である︒人間の商品的存在構造の把握なしに
はそれを批判的に超克することはもちろんできない︒

我々は商品性の超克なくしては︑現代の人類的危
機を克服できないことを否応なく自覚させられてい
る︒商品としての価値追求に生きながら︑同時に私
的利害にのみ拘泥されない発展的な自我を形成しな
ければならない︒そのためにも︑我々は自我を狭い
身体の檻に閉じ込めて把握するにとどまらず︑家族︑
社会︑世界へ︑自然との交わりへと発展するものと
しても把握しなければならない︒
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事物の社会的連関を自己自身として引き受けて構
造的に認識し︑変革するような主体の形成こそが現
在要請されている︒この要請は単に身体の内部から
来る良心の声だけではない︒危機を抱え込んでいる
人間的自然全体の声なのである︒

第一章 商品論と人間観

第一節 冒頭商品論の意義

12

資本制的富のエレメンタルな形態

﹁資本制的生産様式が支配している社会の富は︑
巨大な商品集成として現われ︑個々の商品はその富
のエレメンタルな形態として現われる︒我々の研究
は︑それゆえ商品の分析から始まる︒﹂
デ(ィーツ版︑ 頁︒以下﹃資本論﹄の引用はこれに
よる︒訳は国民文庫版によるが︑一部改訳 こ)れが﹃資
本論﹄の冒頭文節である︒この冒頭文節の解釈およ
びこれを承けて分析される商品の論理的性格につい
て戦前から華々しく論争が展開されてきた︒論争自
体の検討は稿を改める他ないが︑人間観との関連で
私なりに冒頭文節の意義づけをしておきたい︒

﹁資本制的生産様式が支配している社会﹂とは︑
生産において資本制生産が優勢であり︑したがって
労働力の商品化が一般化しつつあることを意味して
いる︒生産過程が資本に統轄され︑利潤目当ての商

49

品生産として行なわれている限り︑﹁社会の富が巨
大な商品の集成﹂として現われざるを得ない︒
だから︑社会の富がどれも商品という形態をとっ
て現われるという事態の中に︑資本制社会の本性が
現われている筈である︒そこで︑富のエレメンタル
な形態としての商品の分析から始めようというわげ
である︒
この冒頭文節自体︑資本制的社会についての認識︑
つまり︑巨大な商品集成として現われるという極め
て具体的な認識を前提している︒﹃資本論﹄全三巻
の展開が前提になっているのである︒しかし︑﹃資
本論﹄をこれから叙述する以上︑読者はその展開を
知らない︒読者自身にとっても自明の前提から展開
しなければならないのである︒この冒頭文節に描か
れた現象の理解は︑だれにでも可能であった筈であ
る︒
さて︑この文節で注目すべき表現に﹁エレメンタ
ル﹂という形容詞がある︒富が巨大な商品集成とし
て現われる以上︑商品という形態は富が必ずとらな
ければならない基本的︵エレメンタルな︶形態であ
る︒このことは︑社会の富が一つの商品という要素
エ(レメント＝元素 か)ら出来上っていることを意味

する︒だから資本制社会はすべて商品に一元化され
た社会として把握されている︒またエレメンタルは
﹁初歩的﹂とも受けとれる︒資本制社会の富の社会
的形態を論理的に展開するには︑最も単純な商品か
ら出発して︑貨幣︑資本に至らなければならない︒
資本を資本から展闘したのでは循環論法になってし
まうのだ な(お ﹃資本論﹄の端緒について経済哲学
的考察で最も考え抜かれているのは梯明秀﹃経済哲
学原理﹄日本評論社︑﹃へーゲル哲学と資本論﹄未
来社である ︒)

量への還元と近代科学の成立

近代科学は対象領域を明確に限定し︑しかもその
対象を同一の要素に還元し︑それによって数量化を
可能にして成立したというな趨勢は否定できない︒
経済学の場合︑価値の源泉を労働に還元しようとし
たり︑商品に細胞形態を求めたりする傾向もこのよ
うた趨勢にわれている︒ニュートンの力学的物体概
念は近代物理学を生誕させたし︑生物学の細胞発見︑
化学の分子仮説等を振り返れば︑そのよ沿っている︒

逆に言えば︑質の捨象︑量への還元を前提する近
代科学の成立自体が︑新興市民階級の成長を背景に
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して促進されたのではないか︒商品経済は具体的効
用を捨象し︑価値へ還元する︒貨幣の支配としてそ
れは現象する︒すべての物を価値に還元し︑聖化す
る物神︑それが貨幣である︒貨幣による量化︑質へ
の無関心は︑単純な要素の函数関係として事象を把
握する思考様式を日常的に育てているのかもしれな
い︒単純に経済から科学を説明するのは軽率だとし
ても︑近代合理性の背景として商品経済の発達を確
認しておくのは決してこじつけではないだろう ル(
カーチ﹃歴史と階級意識﹄参照 ︒)

近代市民社会の市民の同形性︑絶対的自已関心︑
無窓性︵非社会性︶をものの見事に反映したと思わ
れるのが︑ライプ二ッツの﹃モナド︵単子︶論﹄で
ある︒若きマルクスは﹃ユダヤ人間題について﹄で
近代社会の市民を絶対的自己関心に閉じ込もる無窓
のモナドとして︑利己の不可破壊的殻をもったアト
ム 原(子 と)して︑利己主義の権化たる﹁ユダヤ人﹂と
して表象する︒このような利己にこり固まった同形
型の市民像は︑﹃資本論﹄冒頭の商品集成としての
社会把握に連なっている︒

無欲は欲望の充足か抑圧の表現にすぎない︒欲望の
追求自体が経済的に強制されている︒そう仮定して
はじめてホッブスは﹃リヴァイアサン﹄で︑︿万人
の万人に対する戦い﹀︑本源的戦争状態を説き︑社
会契約によるその止揚としての怪物的権力＝リヴァ
イアサンの登場を説くことができた︒アダム・スミ
スは︑この欲望のあくなき追求こそが国富の増大の
原動力であり︑それによってかえって見えざる手が
働き︑競争を媒介にした調和が実現することを﹃国
富論﹄で説いたのである 内(田義彦﹃社会認識の歩み﹄
岩波新書参照 ︒)

ところで近代市民社会理論が経済学成立の前提に
なっていたことは注目すべきだ︒近代市民社会理論
によると︑社会を形成している主体は私有財産の所
有者であり︑その所有権の維持と拡大のため︑つま
り私的利害の追求のために︑互いに関係し合う私人
として︑法的には全く平等な人格である︒私的利害
に閉じ込もり︑絶対的自己関心に生きているという
限りで同形型の人格として措定されている︒

資本制社会の富のエレメンタル形態としての商品
は︑直接には生産物を意味しており︑諸個人と直接

モナド社会論と冒頭商品論

市民社会は欲望の体系である へ(ーゲル﹃法の哲
学﹄参照 ︒人
) 々はこの欲望から自由ではありえない︒
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一致しているわけではない︒とはいえ︑富が一般的
とに他ならない︒だからこそ経済法則として価値法
に商品形態をとるのは︑資本による生産への支配の
則が機能しているのである︒
一般化を意味している︒それはとりもなおさず︑生
ただしこの現実というのも特定の社会関係︑特に
産従事者が労働カ商品化されている事に他ならない︒
資本制社会の中での商品化された人間の実践を通し
だからモナド商品社会は︑人間のモナド商品化の反
てそう見られている現実であるとマルクスは限定す
映である︒
る︒現実の社会関係が︑生産物や人間身体を見る場
合の眼鏡的な役割を果す︒この眼鏡は現実の社会関
係である以上︑眼鏡を通して見える像も現実的であ
り︑決してたんたる妄想ではない︒
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資本制社会はかくして商品世界を形成する︒生産
物も労働力もすべて商品である︒人間および人間が
形成した環境世界が商品世界に変貌している︒

冒頭商品論と仮現の論理

90

88

人間世界全体が商品化しているのだから︑ではマ
ルクスは人間やその生産物を商品として把握してい
るのだろうか︒然り︑そして否である︒然りという
のは︑資本制杜会では労働力を含めてすべての富が
商品として現われるのを認めているのだから︒否と
いうのは︑この事態を﹁として現われる﹂という仮
現の論理で把握しているからである︒
﹁として現われる﹂ということは︑資本制社会の
中では︑現実に人間や生産物が商品になっているこ

たしかにたんなる妄想ではないが︑特定の社会関
係に由来する生産物や労働カの社会的規定は︑その
社会関係とともに歴史的に生じ︑歴史的に消滅する︒
ところが米や衣服は︑歴史的な社会関係の如何に関
わらず米や衣服である ﹃(資本論﹄第一巻 〜 頁
原(頁 参)照︑以下参照頁数のみの場合は﹃資本論﹄デ
イーツ版の頁数である ︒)だから︑生産物の自然的規
定にとっては︑社会的規定は偶然的︑外的である︒
つまり︑人間の社会関係の物への投映にすぎないと
マルクスは考えていたのである︒物自身は商品では
なく︑私的所有のもとでの私的生産が︑社会的分業
に置かれることによって︑人々は生産物を商品とし
て取引せざるを得なくなるのである ( 〜 頁 ︒)し
たがって商品という規定性は︑商品社会における人
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間関係の仕方を物の属性に置き換え︿ Quidproquo
﹀
て把握したものにすぎないとする ( 頁 ︒)

人間関係に他ならないこと ( 頁 ︑)それは物的な性
格とは関係ないこと ( 頁 ︑)労働の社会的性格が物
の属性として現われることを対象的外観︑物的形態
として捉え︑これを古典経済学の労働価値説は脱却
できていないことを指摘している ( 〜 頁 ︒)だか
ら︑たんに物の社会的規定を物の自然的属性と見誤
ることだけが物神崇拝というわけではないのだ︒物
の社会的規定︑価値規定自体が︑実は本来は人間労
働の社会的規定を物の規定として物に付着し (
頁 )(ankleben)
︑刻印 (stampeln)
した倒錯的な規定性で
あり︑物自身が社会的力を持つと考えるのが物神崇
拝だと主張しているのである︒マルクスは︑物は自
然的属性以外に︑物としては社会的属性を元来持っ
ているわけではないと考えている︒だから︑人間が
外的に社会的規定性を与えることは︑即ち︑それを
物の自然的規定性と見誤る事に他ならないと判断し
ている︒そのため︑マルクス物神性論を物の社会的
規定と自然的規定の混同︑価値と使用価値の混同に
対する批判に還元して捉える誤解を生んでいる︒
86
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そうではなくて︑物が物と社会関係を取り結んで︑
相互に支配し合い︑人間をも包摂して︑客観的な社
会関係を形成しているように見える外観の底に︑人
間の労働の社会関係を見出し︑物の社会関係をその
疎外された外観として主体的に捉え返すのがマルク

16

マルクスは現実を客体の形式︑事物の属性として︑
直観的︑第三者的に捉えることを﹃フォイエルバッ
ハ・テーゼ﹄で厳しく批判している︒
﹁感性的な人間の活動︑実践として︑主体的にとら
える﹂
事を要請しているのである︒
かくしてマルクスは生産物や人間の自然的関係に
由来する属性 ＝性質
と︑社会的諸関係
(
Eigenschaft)
︐ erhalten)
社会的規定性︑対
から受け取る (annehmen
象性を区別することによって︑やはり︑人間の商品
化を非人間化として︑生産物の商品化を﹁事物の疎
外﹂として捉え返して批判する立場に立っている︒

冒頭商品論とマルクス物神性論
﹁として現われる﹂が仮現の論理に基づくと解釈
できるのは﹁第一章・第四節︑商品の物神的性格と
その秘密﹂からである︒﹁第四節﹂でマルクスは︑
商品の価値関係は︑人と人の特定の社会関係の物と
物の関係への置き換え︿ Quidproquo
﹀であり︑実は

88

86

第二節 商品の二要因︱効用と価値

使用価値と交換価値

74

17

使用価値と交換価値がまず商品の二要因として分
析され︑交換価値は結局価値の現象形態とされる︒

73

スの物象化論である︒だから社会関係を物の社会的
規定という対象的外観で捉えている限り物神崇拝で
ある︒
とはいえ︑人間の社会関係は︑物の社会関係︑商
品関係という対象的外観の下に隠されているのであ
って︑まず対象的外観として現われた商品の分析を
通して︑人間の社会関係を見出さなければならない
ことになる︒ところで︑私は︑商品関係を生産物相
互の社会関係として把握する︒人間の社会関係を物
の社会関係という対象的外観と区別するというマル
クス一流の﹁批判的方法﹂に疑問を持っている︒本
書の展開によって次第に私とマルクスの距離と関係
が明らかになるだろう︒

価値の実体は抽象的人問労働であり︑労働に実体
的な根拠を持つのに対して︑使用価値は人間に対す
る物の有用的性質である︒両者とも商品の対象的属
性には違いないが︑使用価値は物としての商品の属
性であるのに対して︑交換価値は物的なものではな
く︑純粋に杜会的な関係であるとマルクスは把握し
ている ( 頁 ︒)

このことは交換価値が有用性の大小に必ずしも相
関しないという事実によって裏づけられる︒交換価
値は使用価値からではなく︑使用価値を捨象した両
商品に共通な第三者から説明されなければならない︒
この第三者は交換価値に客観的基準︑法則的な規制
を与えるものである︒アリストテレスの時代にはそ
れが何かは分らなかったが ( 〜 頁 労)働力が流
動し︑単純化されて標準化した結果︑価値の実体が

62

一般的な人間労働に求められるようになった ( 〜
頁 ︒)交換する以上︑その生産物を作るのに要した
労力︑時間︑それを市場にもたらすのに費した時間
等が酬われなければならない︒
そうでなければ︑交換を介して手に入れた生産物
で再び同量の生産物を再生産することは不可能であ
る︒かくして︑社会的需要が一定であれば供給量の
減少は︑交換比を有利にする︒その逆も妥当するの
で︑交換価値が労働量から根本的に規制されている
ことは一般論として充分説得力がある筈である︒

52

流通過程からだけ価値を説明して︑その背景を商
品論では捨象すべきであるという宇野学派の見解は︑
何故交換されるかを商品自身に求めないで︑商品所
持者の欲望に求めることになるので︑客観的価値法
則を現象的な相場におとしめることになる︒商品所
持者の欲望や意識自体が︑商品に内在的なものによ
って法則的に規制される以上︑それから交換の論理
が展開されるべき筈であろう 宇(野弘蔵﹃価値論﹄
﹃経
済原論上﹄参照 ︒)

﹁価値﹂の一般的な意味について

使用価値も使用価値といわれる以上価値の一種で
ある筈である︒では交換価値の価値といかなる共通
性があるのか︒もちろん︑使用価値は商品の本質の
価値ではない︒使用できる性質つまり有用性＝効用
である︒ところで有用性︑効用が価値であるとはど
ういう意味だろう︒価値の一般的意味が分かってい
なければなんとも言えない︒

ある言葉を発する時︑発話者はその言葉の意味を
知っていて発する筈であり︑聞いている方もその言
葉の意味について理解していなければ︑コミュニケ
ーションは成立しない︒しかし︑実際には互いに分
ったつもりで発していても︑その言葉の意味を正し
く識っているとは限らない︒言葉と意味の一対一対
応は理想言語で成立するが︑実際の言語では︑言葉
の意味はあいまいで多義性がある︒どんな情況で︑
どんな人格が使用したかで言葉の意味を限定するし
かない︒

価値の一般的意味を﹁望ましさ﹂﹁よさ﹂とする
と︑交換価値の場合は他の物との関係でどれだけの
物と交換できるかで決まり︑その物の﹁望ましさ﹂
﹁よさ﹂の大きさとは相関しないのが特徴である︒
それに﹁価値﹂という言葉自身は﹁価︵あたい︶﹂
﹁値︵ね︶﹂であるから元々交換力が価値なのであ
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ドイツ語の Wert
は語源的には﹁尊さ﹂を意味する
が︑商品経済の浸透によって︑﹁尊さ﹂と﹁交換力﹂
が混同されたため︑交換カを意味する言葉を代理す
るようになったのである︒このように価値に一般的
定義を与えることが不可能だとしたら︑経済学上で
は二つの全く違った種類の価値が並べて使われるの

このようた交換力との混同を前提にして︑貨幣の
支配に反撥し︑それぞれの領域を再措定する時︑交
換力ではないそれ自身の︑例えば美は美︑効用は効
用の大きさ等として自立する︒しかし︑一たんは交
換力に抽象されているから︑同じ価値という元来は
交換力を意味する言葉に包摂されているのである︒

る︒また︑物の﹁望ましさ﹂﹁よさ﹂を倫理的善
だから︑価値への問いは何故︑一般的な意味が存
(agathon)
と区別したストア学派は︑物の持つ﹁望ましさ﹂﹁よ
在しないにも関わらず︑真善美︑間柄︑効用︑交換
さ﹂に交換力を意味していたと思われる﹁価値 (axia)
﹂ 力その他が価値に包摂されたのかという事情に向け
をあてたのである ﹁( １価値研究の歴史﹂山下正男︑ られるべきである︒それはおそらく物のよさ︑尊さ︑
岩波講座﹃哲学﹄の﹁価値﹂巻所収 ( 〜 頁 ︒
大切さと物の交換力が混同される事態を背景にして
))
いると思われる︒交換力さえあれば︑大切さ︑よさ
が評価されたことになる︒少なくとも経済的にはそ
れで通用するのだから︒貨幣の支配が一般的になれ
ば︑貨幣で本来測れない筈の精神的なよさまでも勢
い貨幣の力に屈して︑貴族の地位や権力までが買収
されるようになる︒
神︑真善美︑崇高性 尊(さ ︑)効用︑交換力︑欲求充
足手段︑利等々が価値に含まれる︒それで一般的意
味をその中のどれかに限定すると他の価値種類は全
く異なる原理で価値である場合が多いのでそれはで
きない︒例えば︑効用で崇高性の価値を云々できな
いばかりかそんなことをするのは冒漬ですらある︒
反対に崇高性によって効用や交換力が価値であるわ
けでは決してない︒

27

欲求充足との関連で価値に一般的定義を与えよう
とする傾向は︑イギリスの功利主義の決楽計算や︑
新カント派の価値論︑トウガリノフ以降のマルクス
主義価値論にも見受けられるが︑欲求を充足させる
のはたとえ共通に見出せる現象だとしても︑それが
価値の一般的原理ではない以上︑一般的定義にすれ
ば︑それぞれの価値の意味がかえって喪失される結
果になる︒たとえ欲求を充足させることが少なくて
も︑それぞれの価値は固有の原理で価値なのである
から︒
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は好ましくない︒だから使用価値は効用︑有用性に
言い換えられるので︑価値は交換力のみを表現する
ことに意味限定すべきなのである︒

生産物の属性としての価値︵１︶

価値は物の属性だが︑価値は物の属性ではないこと
の強調で締め括られている︒﹃商品たちが話せると
したら︑こう言うだろう︒われわれの使用価値は人
問たちの気をひくかもしれない︒使用価値は物 (Ding)
としてのわれわれに備わってはいない︒だがわれわ
れに物的に備わっているのはわれわれの価値である︒
商品物としての我々自身の交わりがそれを証明して
いる︒われわれはただ交換価値として互いに関係し
合うだけだ︒では︑経済学者がこの商品の心をどの
ように伝えるか聞いてみよう︒

︶であり︑富 使(用価値 は)人
Eigenschaft=property

﹁価値︵交換価値︶は物の属性
︵

間の属性である︒価値は︑この意味では︑必然的に
交換を包含しているが︑富はそうではない︒﹂
︵﹃経済学における或る種の用語論争の考察︒特に
価値および需要供給に関して﹄ロンドン︑一八二一
年︑ 頁︶

﹁富 使(用価値 は)人間の属性 (Attribut=attribute)
であ

り︑価値は商品の属性である︒人間や社会

は富んでいる︒真珠やダ
(Gemeinwesen=community)

イヤモンドには価値がある︒⁝真珠やダイヤモンド

20

︱マルクスのべイリー批判︱
ところで︑マルクスは交換価値を抽象的人間労働
としての価値の現象形態として捉
の膠質物 (Gallerte)
えることによって︑物の対象的属性として現象して
いるが︑物自身の属性ではないとする︒つまり生産
物は価値を映し出す鏡であり︑スクリーンであって︑
それ自体は価値ではないことを強調する ﹃(資本論﹄
第一章の第三節︑第四節参照 ︒)
マルクスの立場からは︑生産物の属性としての価
値を労働量によって根拠づけるだけでは︑まだ価値
を生産物として捉えていることになるから︑真に物
神崇拝を克服したことにはならない︒労働の社会的
関係として価値関係を捉え︑それが生産物の対象的
属性として置き換えられることを倒錯として批判し
てはじめて価値の主体的把握ができたことになるの
である︒したがって﹁第一章商品﹂の末尾は︑使用

16

には真珠やダイヤモンドとしての価値があるのだ︒﹂
・
(Sベイリー﹃価値の性質︑尺度および諸原因に関
する批判的論究﹄ 頁 )

間労働という概念を使うことによって労働の社会的
連関から価値量を相対的に捉え返すとともに︑労働
によって価値を実体的にも基礎づけたのである 竹(
永進﹁Ｓ ベ.イリーの価値論と六〇年代初頭のマルク
ス﹂大阪市大﹁経済学雑誌﹂第七七巻第一号所収参
照 ︒)

﹃剰余価値学説史皿﹄でマルクスは詳細にベイリ
ー批判を展開している︒価値を物と物の関係として
捉えたこと︑価値を労働に還元しないことが共にベ
イリーの欠陥であるとマルクスは考えている︒マル
クスはベイリー批判を通して抽象的人間労働を実体
とする労働価値説と︑価値を物の属性ではないとす
る物神性論を相互補完的なものとして把握したので
ある︒

マルクスは﹁価値は物の属性﹂であるというベイ
リーの言葉を非常に問題視し︑物神崇拝者の烙印を
ベイリーに押している︒しかし︑ベイリー自身は︑
価値を評価者の心に生じる﹁評価﹂﹁感情﹂として
把握しており︑価値を引き起す外的対象の側には価
値の諸要因があり︑それと価値とは区別している︒
その上で︑価値を二商品間の交換比として常に相対
的にのみ評価するのである︒だから物の属性

と表現しても︑あくまで内在的︑
(property, attribute)
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165

これまでに真珠やダイヤモンドを発見した化学者
はまだいない︒物
の使用価値はその物的属性
(Sache)
にかかわりないの
(ihren sachlichen Eigenschaften)
に︑それに対して︑その価値は物 (Sachen)
としての
それらに備わっていることを見出すのである︒ここ
で彼らの見解を実証するのは︑物 (Dinge)
の使用価値
は人間にとって交換なしに︑つまり物と人の直接的
関係において実現されるが︑物の価値は逆にただ交
換においてのみ︑すなわち一つの社会的過程におい
てのみ実現されるという奇妙な事情である︒ここで
あの好人物のドックペリが思い出されないだろう
か 彼?は番卒のシーコールに教える︒
﹁およそ容貌の善悪は運命の賜であるんじゃが︑読
むと書くとは自然にして具わるんじゃから︒﹂﹄
( 〜 頁 ︒)
98

﹃用語論争の考察﹄は匿名になっているが︑やは
りベイリーの著作と思われる︒ベイリーは価値を二
商品間の相対的な関係としてのみ捉えていた︒この
観点から価値を絶対的な労働量に還元するリカード
価値論を鋭く衝いたのである︒マルクスは抽象的人

97

客観的︑絶対的にではなく︑評価の主観の中で対象
有用的属性に他ならないとする︒そしてシャヴェの
的︑主観的︑相対的に物が評価されることを意味し
﹃哲学的語原学試論﹄を持ち出して論証しようとし
ているにすぎない︒しかも︑物それ自体が価値だと
ている︒しかし︑元々︑使用価値は人に対する物の
いうのではなく︑あくまで他の物との関係において
属性︑交換価値は人と人の社会関係であるという観
価値として相対的に評価されるにすぎないのだから︑ 点からの解釈だから︑物の大切さや力を価値の語源
マルクスの物神崇拝という批判は果して妥当だろう
だとするシャヴェの見解を参照しても循環論法に陥
か︒
るしかない︒交換価値も物の属性だと前提すれば︑
シャヴェの見解は価値の語源が必ずしも使用価値だ
ったことにはならない︒何故なら物の大切さや力は
必ずしも使用価値と相関するとは言えないし︑また
交換価値に相関しないとは言えないのだから 同( 上︑
頁︿ 原頁﹀ ︒)

ともかくマルクスは物と物の関係として︑物の属
性として価値を捉えることを物神崇拝とする︒
﹁ここではリカードが作り話の作品の作者なのでは
なくベイリーが物神崇拝者なのである︒というのは︑
彼は価値をたとえ個々の物の属性として 孤(立的に考
察して い)たいとはいえ︑確かに諸物相互の関係とし
て把握しているからである︒ところが︑価値はただ
人と人との間の一関係︑すなわち社会的な関係の物
での表示すなわち物的表現にすぎないのであり︑人
間が自分たちの相互の生産的な活動にたいしてもつ
関係にすぎないのである︒﹂
大(月版マル・エン全集 Ⅲ 頁︿ディーツ版原頁
頁﹀ ︒)
26
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マルクスは︑価値が物の属性であるというベイリ
ーを批判するために︑﹁価値﹂という言葉︑﹁ value
︐
﹂は元来は使用価値であり︑人間に対する物の
valeur

145

︱生産物と使用価値の混同︱

生産物の属性としての価値︵２︶

291

単に﹁価値が生産物の自然属性ではない﹂という
にとどまらず一般的に﹁価値が生産物の属性ではな
い﹂という議論をマルクスがしていることは︑マル
クスのベイリー批判から見て疑い得ない︒ベイリー
は︑価値を生産物の自然属性とは捉えず︑他の物と
の関係において捉えたうえで︑生産物間の交換比と
し︑交換する所持者の心理に還元しているのだから︒

386
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物の有用性を捨象する﹂という意味は︑有用性にこ
だわらないで生産物を捉える意味でしかない︒だか
ら有用性の成分を成しているという理由で物体性ま
で捨象しない︒その物体の有用性がどんな内容か問
わないだけである︒だから有用性を捨象された生産
物は今度は価値物として見られる︒

実際︑われわれは商品としての生産物を価値とし
て観ているわけで︑その際︑有用性に惑わされない
で︑価値の観点から見直しているのである︒つまり
どれだけ手間がかかり︑どれだけ工夫をこらして︑
どれだけの金のかかる技術を使って作られているか︑
それ故︑どれぐらいの労働量としての値打ちがある
かを見抜こうとするわけである︒もし︑生産物が有
用性として捨象されて︑そのうえ物体としても消去
されていればそれを評価できない︒だから︑生産物
とその属性としての有用性 使(用価値 と)を区別する
ことが︑価値関係の前提である︒

﹁ある一つの物の有用性は︑その物を使用価値に
する︒しかし︑この有用性は空中に浮いているので
はない︒この有用性は︑商品体の諸属性に制約され
るので︑商品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体そのものが︑
使用価値または財なのである︒﹂ ( 頁 )
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だからマルクスが﹁価値が生産物の自然属性である
とする物神崇拝﹂を批判する場合の自然的とは元々
のとか生来のという意味で使っているのかもしれな
い︒そうだとすれば︑﹁価値は生産物の属性ではな
い︒﹂と同じ意味になる︒もちろん︑自然的を物理
的︑化学的︑有機的等の意味で使い︑使用価値と価
値の混同を物神崇拝と批判している場合も︑価値形
態論で典型的にみられる︒この二種類の物神性が自
覚的に区別されていない原因は︑生産物と使用価値
の混同である︒
価値を抽象的人間労働の膠質物︵ガレルテ︶とし
て抽出する際には︑﹁労働生産物の使用価値の捨象﹂
という表現で︑一応生産物と使用価値を区別してい
るようだが︑この場合でも物体的には一体視してい
る︒
﹁労働生産物の使用価値を捨象するならば︑それを
使用価値にしている物体的な諸成分や諸形態をも捨
象することになる︒﹂ ( 頁 だ)から﹁感覚的性状﹂
はすべて消去され︑抽象的人間労働それ自体のかた
まりという超感性的な﹁幽霊のごとき対象性﹂しか
残らないことになる ( 頁 ︒)
このような抽象＝捨象は︑われわれの常識的な抽
象とは違っている︒われわれの常識的にいう﹁生産

50

52
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属性＝性質であり︑その意味では︑生産物それ自
体が使用価値である︒しかし︑生産物は特定の有用
性はたらき以外にも様々な機能や性質を有している
から︑特定の有用性と生産物を一緒に捨象すること
はできない︒ただし︑生産物や商品は一つの有用性
に着目して造り出される場合があるから︑有用性と
生産物の混同が起り易い︒

﹁だから︑ある使用価値の価値量を規定するのは︑
ただ社会的に必要な労働の量︑すなわち︑その使用
価値の生産に必要な労働時間だけである︒﹂ ( 頁 )

﹁どの商品の価値も︑その使用価値に物質化され
ている労働の量によって︑その生産に社会的に必要
な労働時間によって規定されている︒﹂ ( 頁 )

54

﹁価値は︑価値章標での単に象徴的なその表示を
別にすれば︑ある使用価値︑ある物のうちにしか存
在しない︒﹂︵ 頁︶

201

使用価値と生産物の混同の結果︑価値を表現する
のは使用価値だということになり︑使用価値は価値
の現象形態であり︑価値の素材的担い手だというこ
とになる︒交換が使用価値の交換として把握される︒

﹁使用価値は⁝富の素材的な内容を成している︒
われわれが考察しようとする社会形態においては︑
それは同時に素材的な担い手︵ Trager
︶になっている
ー交換価値の︒﹂︵ 頁︶
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217

﹁交換価値は︑まず第一に︑ある一種類の使用価
値が他の種類の使用価値と交換される量的関係︑す
なわち割合として現われる︒﹂ ( 頁 )

50

マルクスは価値を生産物の属性でないとする一方
で︑価値が生産物に含まれていることを認めている︒
だから︑生産物と生産物に含まれた価値を区別して
いるわけである︒だから本当は含まれているという
より付着していると捉えているのだ︒それはさてお
き︑もし︑有用性も価値も生産物の属性とし︑有用
性の捨象によって価値を見出すのなら︑価値は生産
物の価値︑生産物に含まれた価値と表現できても︑
使用価値の価値︑使用価値に含まれた価値とは決し
て表現できない筈である︒
﹁だから︑ある使用価値または財貨が価値をもつ
のは︑ただ抽象的人間労働がそれに対象化または物
質化されているからでしかない︒﹂ ( 頁 )
55

〜

頁に

﹁こうして︑上着がリンネルの等価物となってい
る価値関係の中では︑上着形態は価値形態として認
められる︒それだから︑商品リンネルの価値が商品
上着の身体で表わされ︑一商品の価値が他の商品の
使用価値で表わされる︒﹂ ( 頁 )
︒これに類した表現は第三節 ・ ・
も見られる︒
70

商品交換は︑個々の交換はともかく︑大数的︑平
均的には価値法則に基づいて行われているのだから︑
商品所持者は︑使用価値にできるだけ惑わされない
ように交換している︒所持者にすれば一度の交換で
消費したい商品と交換できればベストだが︑そのた
めに自分の所持している商品の価値以下での取引に
応じるよりも︑他の等価以上で交換できる商品と交
換しておいて︑何度かの交換の後に目的の商品に辿
りついてもよいわけである︒

70

とはいえ︑交換の繰り返しのロスを省く必要から
貨幣商品が形成され︑二度の交換でどの商品とも交
換可能になったわけである︒このことは︑交換が使
用価値の交換ではなく︑生産物の等価交換であるこ
と︑つまり使用価値と生産物の区別が商品交換の前
提であることを意味している︒

使用価値と生産物を混同し︑使用価値の交換とし
て商品交換を捉えているから︑使用価値が価値の現
象形態と思われるのである︒しかし︑相対的価値形
態リンネル商品は︑等価形態上着商品の体︑即ち生
産物としての上着を自已の等価彩態にする︒つまり
価値鏡にする︒

その際︑リンネルは上着の上着としての着心地︑
装飾性等の使用価値を捨象して︑どれだけの価値か
を洞察する︒そうして上着一着が何エルレのリンネ
ル価値を表現しているかを判断するわけである︒こ
こでも使用価値の捨象︑使用価値と生産物の区別が
価値形態の前提であることがわかる︒使用価値相互
には交換基準がないのだから︑使用価値を捨象した
ら生産物も捨象されるようでは価値を物的関係とで
きず︑従って交換もできないのだ︒

使用価値と生産物を混同したため︑使用価値が価
値の現象形態となってしまった︒ところが︑マルク
スは元々︑使用価値の捨象によって価値を措定した
のだから︑使用価値を価値の表現形態︑現象形態と
するのは両者の混同︑倒錯視だということになる︒
しかし︑これは︑マルクス自身が生産物と使用価値
を混同した結果である 使(用価値と物をマルクスが
同一視しており︑それに基づいて物神性論を展開し
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71

66

67

第三節 労働の二重性と物神性論

労働の二重化の意味

マルクスは価値を生産物の属性ではないとする立
場から︑生産物＝使用価値を形成する具体的有用労
働と︑価値を形成する抽象的人間労働を区別し︑価
値は抽象的人間労働それ自身のかたまりであり︑具
体的有用労働の形成物ではないから︑生産物＝使用
価値とは別の存在であるとする︒

マルクスにあっては︑商品の二要因が使用価値 ＝(
生産物 と)価値なのであり︑それに伴って︑それぞれ
を産み出す具体的有用労働と抽象的人間労働が区別
されている︒

価値の対象的外観に囚われているのを物神崇拝
とするマルクスでは︑価値が生産物と並置された二
元論になっている︒価値と使用価値が生産物の二つ
の属性ではなく︑価値が生産物に付着して︑生産物
を商品にするのである︒だから︑たとえ︑同じ労働
であっても︑その労働が形成しているのは生産物と
価値という全く違ったものだから︑労働を二重化し
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ているという解釈を安部隆一は﹃価値論研究﹄ 岩(波
書店︑一九五一年 で)示し︑︿使用価値＝物﹀論とし
て注目を集めた ︒)

抽象的人間労働

マルクス上︑やすいゆたか下

価値
（＝生産
物）

二重性
具体的有用労働
抽象的人間労働
二重性
具体的有用労働
やすい
商品

ニ要因
使用価値（＝生産物）
価値 ↑付着
ニ要因（ニ側面）
効用
マルクス
商品

だが︑同じ労働時間でも生産諸条件や労働の複雑
度によって︑実際の労働量に差ができるので︑社会
的に平均的な生産諸条件のもとで︑社会的平均的に
必要な労働時問によって形成されたと見なされる
( 〜 頁 ︒)

しかし︑この市場の判定がもし不公正であれば︑
低く評価されすぎた商品種類は︑その生産者のもと
に集まる資本が減少するので︑社会的需要が一定で
あれば︑供給過少となり価格が上昇する︒逆も又妥
当するから︑市場の判定にまかせるべきなのである︒

このような労働時問の社会的判定は︑商品社会で
は市場で価格変動の中心として判定されざるを得な
い︒つまりＡ商品ｘ量とＢ商品ｙ量が市場で平均的
に交換されるとしたら両者の価値量が等しく︑そこ
に含まれている労働量は等しいことになる の.だ︒し
かし︑市場で価値が判定され︑労働量が判定される
としたら︑価値が労働時問と相関するという労働価
値説の放棄ではないかと指摘されるだろう︒

54

ところで︑市場の判定が無条件に公正︑中立的で
あると考えるのはイデオロギーにすぎない︒異種類
の生産物を形成する異種類の労働はその複雑度を比
較するのは原理的に不可能である︒社会的需要が一
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て︑生産物を形成する具体的有用労働と価値を形成
する抽象的人間労働に分けなければならないことに
なる︒
労働者は労働によって具体的な有用物を形成し︑
社会的需要を充足させることによって︑私的分業社
会では︑同時に総労働の部分として認められる関係︑
即ち価値を形成している︒マルクスにすれば︑価値
は労働の社会的関係であって︑それ自体決して物の
属性や︑物と物の関係ではないが︑商品社会では労
働の私的性格によって総労働との関連は明らかでは
ない︒だから︑この関係が同じ労働によって形成さ
れた生産物の関係に置き換えられ︑生産物の価値対
象性として把握されることになる︵ 〜 頁︶︒

価値と労働量

88

ところでこの労働の社会関係は生産物に対象化さ
れ物質化された労働の社会関係であるのだから︑こ
の労働は現在完了形の労働である︒だから価値とし
て評価される抽象的人間労働の凝結量も︑市場の商
品総量を形成した総労働時間に占める割合というこ
とになる︒

85

定であり生産性が一定なある期間において︑労働の
複雑度の判定はそれぞれの生産者や取り扱い者 商(
人や領主 の)社会的な地位︑その生活の再生産に関連
する︒要するに職種間︑階層間︑階級間の力関係を
背景にして判定される︒それはその時代︑その社会
の生活様式︑文化︑価値観に左右される︒経済学は︑
こうした背景を前提にしつつ︑これを捨象すること
によって︑成立する︒だから市場による判定の合理
性︑正当性への評価は留保して出発しているのだ︒
そのことを忘れて︑労働価値説の論証の可能性を問
題にすることはできない︒

投下労働価値説と社会的必要労働時間
廣松渉は﹃資本論の哲学﹄ 現(代評論杜︑一九七四
年 で)︑慧眼にも投下労働価値説と物神性論の矛盾を
見抜き︑物神性論を賞揚する立場から︑投下労働価
値説に基づく叙述を便宜的︑暫定的な叙述だとした︒
投下労働価値説は︑近世的な主観・客観図式に基づ
く自已対象化︑ 自己流出論であり︑初期マルクスの
自己疎外論を払拭していないとする︒マルクスは︑
廣松によれば﹃フォイエルバッハ・テーゼ﹄を画期
点にして︑主・客図式に基づく自己疎外論を超克し
たのだから ﹃(マルクス主義の成立過程﹄至誠堂︑一

九六八年参照 ︑)労働主体が労働を流出し︑投下凝結
して︑対象化するような自 己疎外論的把握をする筈
がないのだ︒だから︑投下労働価値説に基づく表現
は本音ではないと︑廣松は解釈するのだ︒

マルクスの本来の価値論は︑廣松によれば︑社会
的に必要な労働時間によって価値が規制されている
という見解である︒その最大の論拠として廣松が強
調するのは︑価値の異時比較のアポリア 困(難 で)ある︒
仮に労働の投下凝結を認めるとすると︑価値は固ま
って変化しない筈である︒ところが労働生産性の変
動に反比例して︑単位生産物に含まれているとされ
る価値量も変動する︒だから投下労働価値説は破綻
しているとするのだ︒

これに対して︑社会的必要労働時間を︑生産物を
形成するのに必要とした過去の労働時間ではなく︑
これから新たにもう一つ生産するに必要な労働時間
と解すれば︑常に価値は現在の分業関係︑生産力水
準によって再評価されるから︑価値の異時評価のア
ポリアは解消するとするのだ︒こうして︑廣松は価
値を抽象的人間労働の投下凝結として捉える実体主
義的把握を排却して︑労働の社会連関として函数
的・機能的に把握する︒
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たしかに︑これから生産するのに必要な労働時間
を基準に価格が規制されれば︑需給の均衡がよくと
れることになるかもしれない︒しかし︑市場ではい
つも直接生産者が売り手というわけではないから︑
未稼動な労働時間がどれだけ市場に影響を与え得る
か疑問である︒それより︑現実の売買は︑生産者は
生産に費やした労働の正当な評価を競い合い︑商人
は ︿買い値十流通経費十差益﹀を競い合う︑そうし
た結果︑競争原理が充分に機能すれば︑労働時間以
外は平均化して捉えるとして︑結局は︑労働時間に
相関すると考えられる︒その場合に︑同一種類の同
品質の商品は一物一価の法則によって同じ価値を含
んでいることになるから︑労働量は加重平均で把握
される 向(坂逸郎﹃マルク経済学の基本問題﹄岩波書
店参照︑価値を加重平均で把握せず︑モードで決ま
るという解釈も有力だが︑それは客観的実在として
の価値ではなく︑価格形成のファクタァである ︒)
だから︑市場での投下労働量︑すなわち︑市場に
出廻っている商品の生産に社会的に必要な労働時間
と︑未稼動のこれから生産に必要とする労働時間と
の間にギャップが生じること︑それゆえ︑需給バラ
ンスが崩れたりすることが生じる︒だが価格変動を
通じて価値法則は基準として貫くのである︒

未稼動の必要労働時間が上下しても︑現実に市場
にある商品の価値が変動するわけではないし︑価格
形成の心理的圧力にすぎない︒現実に投下された労
働や︑支払われた価格が最大の価格形成のファクタ
ァである 拙(著﹃広松渉﹁質本論の哲学﹂批判﹄経済
哲学研究会︑一九八○年参照 ︒)
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http://www7a.biglobe.ne.jp/~yasui̲yutaka/hiromatsu/mokuji2.htm

それにマルクス自身の社会的必要労働時間に関す
る叙述も前後の文脈を検討すれば︑投下労働価値説
が︑労働時間を時計で計測できると考える誤謬に陥
らないように︑凝結︑凝縮した︑実際の投下労働量
として客観的に措定するために︑投下労働量を社会
的に必要次時間に還元していることが理解できる︒
決して投下労働価値説と矛盾したものとして社会的
必要労働時間に関して叙述しているわけではないの
だ ( 〜 頁 ︒)
54

なお﹃資本論﹄で 自己疎外論が払拭されているか
どうかは﹁蓄積論﹂の検討の際詳述する︒一言して
おくと︑マルクスは﹃経済学批判要綱﹄以来︑労働
の対象化としての価値については頻繁に使用してお
り︑﹁対象化＝疎外﹂論に固執するならば︑後期マ
ルクスの疎外論の払拭という議論はやはり筋が通ら
ない︒
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価値を投下労働量として実体的に把握するのでは
なく︑社会的必要労働時間として機能的に理解しよ
うとする傾向は︑宇野学派の一部に以前からみられ
たが︑﹃資本論の哲学﹄の登場以降は︑これが大き
なインパクトを与え︑若手研究者の間で潮流を 形成
しつつある︒

抽象的人間労働の膠質物︵ガレルテ︶として
の価値
投下労働価値説と物神性が矛盾するという廣松の
指摘は大変重要である︒もし︑労働が投下凝結して
価値になるのだったら︑労働は生産物に物質化する
のだから︑生産物それ 自体が価値の筈である︒たと
え抽象的人問労働としても価値は生産物の抽象的な
存在性格として把握されることになる筈である︒と
ころがマルクスは物神性論で︑価値を対象的 物(的 )
な外観で捉えたり︑物的関係として捉えることを物
神崇拝として批判している︒そこで廣松は投下労働
価値説がマルクス 自身の立場でないと断定するわ
げだ︒ところで︑マルクスは︑投下労働価値説を物
神性論と矛盾したものとは考えていない︒むしろ相
互補完的に把握しているのだ︒

スミス︑リカードは価値を労働に還元したが︑や
はり価値を生産物の属性として捉えているとマルク
スは考え︑その原因を﹁抽象的人間労働﹂という概
念の欠如に求めている︒古典経済学は異種類の労働
を労働一般に還元したのだから︑その意味で労働を
抽象化している筈である︒だがマルクスにすれば︑
それでは不充分なのだ︒それでは︑労働一般は生産
物一般︵＝使用価値一般︶を.つくる労働でしかなく︑
価値を形成する労働とはいえない︒価値を形成する
労働は︑使用価値を形成する具体的有用労働一般か
ら区別された抽象的人間労働でなければならない︒
そうでなければどうし て. も︑労働が生産物を作り︑
その生産物が有用性と価値を持つという図式になっ
てしまう︒それこそマルクス流には物神崇拝なのだ︒

マルクスにすれば︑価値は生産物自体の属性では
なく︑人間の労働の特定の関係が︑生産物に対する
取り扱い方として表現されたため︑生産物の属性で
あるかに倒錯視されているにすぎ ない︒だからむし .
ろ価値は生産物とは区別された労働それ自体の社会
的性格が︑労働それ 自体のかたまり︑すなわち凝縮
量として存在していることである︒つまり労働は一
面において具体的有用物をつくるが︑商品生産では︑
労働に対する社会的評価を別に形成するのであって

30

両者を混同することは︑商品形態を永遠視すること
であるとマルクスは考えるのである︒
ところで︑﹁抽象的人間労働の凝結﹂を価値と表
現すると︑抽象的人間労働が生産物の抽象的な存在
性格である価値に凝結すると解釈される虞れがある︒
読者のほとんどが物神崇拝に陥っているのだから︑
余程気を配って誤解のないように表現しなければな
らない︒﹁凝結﹂を﹁結晶﹂に直せば化学的には抽
象的人間労働それ自体のかたまりであることが明白
になるのだが︑あいにく︑労働の結晶︑血と汗の結
晶等の表現が通常意味するのは︑労働の成果として
の生産物であるから︑﹁抽象的人間労働の結晶﹂も
労働生産物の属性としての価値と受けとられるに決
っている ち(なみに﹃資本論初版﹄は﹁結晶﹂である ︒)
そこでマルクスはわざわざ﹁膠質物︵ガレルテ︶﹂
と表現したのである︒ガレルテはコロイド状態では
有機物が粒子状になって液体に溶けこんでいる状態
であるが︑さめると冷え固まる︒ゼラチン状や膠状
になる︒
その双方がガレルテであるがマルクスが表象して
いるのは凝結状態であるから後者であろう︒﹁ガレ
ルテ﹂という表現によって価値が抽象的人間労働そ

れ自体の固まりであることがよく分るとマルクスは
考えたのであるまいか︒

ところが現行版﹃資本論﹄の日本語訳では﹁凝固
物﹂ 大(月書店 や)﹁凝固体﹂ 新(日本出版 と)なってい
て・向坂逸郎訳だけが﹁膠状物﹂ 岩(波文庫版 と)なっ
ている︒わかり易い訳を心掛けるのはいいとしても︑
マルクスが﹁ガレルテ﹂にこめたねらいが伝わらな
くては適訳とは言えない︒

ガレルテは膠であるから︑価値は生産物に付着し
て︑生産物を商品にする︒付着している以上︑離れ
うるのであって︑マルクスはそれを流通においては
交換で︑生産においては不変資本を構成している生
産物から︑可変資本を構成している労働力の具体的
有用労働が価値を新しい生産物に移転させる際に︑
この分離︑移転を上演してみせるのである︒
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第四節 人と物の抽象的区別の止揚
としての価値
生産物と価値の二元諭

認めるようにマルクス自身は Ding
と Sache
︑ dinglich
と sachlich
を自覚的に区別して︑﹃資本論﹄中では
使用していない︒平子自身の深化としては高く評価
できるが︑マルクス自身が同様の水準まで達してい
たとは言えないだろう︒

したがって抽象的人間労働のガレルテとしての価
値は︑生産物とは区別される︑生産物に付着した人
間労働の関係である︒言い換えれば労働の社会的関
係が︑その労働によって産出された生産物に投映し
て社会的観定を与えているのである︒しかし︑この
労働の社会関係は︑生産現場での関係ではない︒諸
商品に投下された労働間の市場での関係である︒そ
の意味ではいかに労働関係は人間関係であるとはい
え︑決して︑直接に商品所持者間の関係でもなけれ
ば︑生産を始めるに当っての生産者間の関係でもな
い︒客観的な生産物のもとに投下凝結している労働
関係に他ならない︒であるからこそ︑客観的な経済
法則が価値法則として成立可能なのであり︑価値が
生産物の属性とみなされるのである︒

では一生産物に投下凝結している抽象的人間労働
が価値ならば︑価値は生産物の属性と把握しても倒
錯ではないのではないかという疑問が生じる︒しか
し︑マルクスにすれ ば︑投下凝結した労働量と使用
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マルクスは︑価値を生産物の属性として捉えるこ
とを物神崇拝とした︒つまり︑人間関係を物象間の
関係として捉えること︑事物を杜会関係を結ぶ主体
として捉えることを物神崇拝としたのである︒
平子友長﹁マルクス経済学批判の方法と弁証法﹂
︿﹃唯物論﹄第八号所収﹀で︑平子は Sache
を社会
的な物︑すなわち︑諸人格の社会的関係を対象的に
反映した
として把握する立場から︑商品を
Ding
の Sache
化︑ Ding
の Sache
化としての﹁物象
Person
化﹂とみなし︑今度は﹁物象﹂としての商品が貨幣
に転化すると︑
﹁
が社会関係から切りはなされて 疎外 ︑)自立
Sache
(
化し︑社会的形態を消失させてしまうと Ding
に転化
してしまうことを意味する︒﹂ ( 頁 )
とする︒後者を﹁物化﹂として前者﹁物象化﹂と区
別するのである︒しかし︑平子自身も混同の事実を
57
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一般に規定性とは他の物との関わり合い方であり︑
他の物との関係を離れて︑それ自体の属性︵性質︶
があるわけではない︒生産物の自然的規定は︑その
物が他の物と取り結ぶ物理的︑化学的︑有機的関連
の中で成立し︑生産物の有用性は︑社会の中での効
用連関の中で成立する︒机の机としての有用性は︑
読書や筆記等の人間的実践と切り離せない︒

生産物机の商品机という規定性は︑生産物机が他
の生産物と取り結ぶ経済的連関の中で成立する︒机
の価値は労働の社会連関を離れてありえないし︑机
の効用と相関するわけではないが︑だからといって
物の社会的属性でないとはいえない︒マルクスも物
の社会的属性として価値が現われることを認めてい
る︒しかし︑それは︑人間労働の社会性が物の属性
に倒錯的に置き換えられた倒錯的な現実なのである
と主張する ( 〜 頁 ︒)

投下凝結された労働量は︑物の対象的性格として
価値とならなければ︑商品社会では評価されない︒
マルクスは抽象的人間労働それ自体の固まりが価値
だとして生産物とあくまで区別しようとしたが︑そ
の価値もガレルテ 膠( と)して生産物に付着するので
なければ︑価値として現われることはできないのだ︒
それに︑生産物に投下凝結した労働がそれ自体で生
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価値は相関しない︒使用価値＝生産物と考えている
マルクスにあっては︑生産物 ＝(使用価値 と)価値 ＝(
労働凝結量 は)区別されなければならない︒
ところでマルクスに対して︑使用価値を物の効用︑
物の属性として捉える立場を対置し︑その生産物の
価値と効用は相関しないから︑価値を生産物の属性
＝(性質 と)みなすべきだと説得するのは可能だろう
か︒だがマルクスには社会的規定の歴史的相対性を
根拠に︑価値を生産物の属性ではないとする見地が
ある︒古典経済学は価値を労働に還元させたけれど︑
労働が生産物の属性としての価値という物的︑対象
的性格をとることを当然のごとく考え︑歴史的︑相
対的に捉え返さない︒非商品社会では生産物は価値
ではないのだから︑価値は生産物自身の規定ではな
く︑むしろ人間が商品取引という形で互いに取り結
ぶ関わり方を︑物の属性という形で置き換えて︑倒
錯視したものにすぎないというわけである︒
ところで︑社会的規定性は︑社会が歴史的に形成
され︑変遷する以上︑社会の変化に伴って変化した
り︑なくなったり︑新たに付加されたりしても少し
もおかしくない︒だから︑生産物の社会的規定が変
化することが︑社会的規定が︑生産物の規定︑属性
ではないことの理由にはならない筈である︒
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産物とは別に生産物に付着して存在しているという
論理は︑露骨な二元論である︒生産物の他にそれに
含まれた労働が存在しているわけではなく︑あくま
で生産物に成った形で︑生産物に止揚されているの
である︒つまり︑抽象的人間労働のガレルテも生産
物の存在性格としてのみ定在しうる筈である︒
もちろん︑マルクスは抽象的人間労働のガレルテ
としての価値を労働の社会関係として捉え返してい
る︒生産物と同様の物件と考えているのではない︒
しかし︑この労働が投下凝結した生産物と共にある
労働である以上︑この労働の社会関係自体が生産物
と並置されたもう一つの︿実在﹀として把握されて
いるには違いない︒かくして︑労働の社会的連関は︑
生産物自身の自然的︑効用的連関と二元的に把握さ
れている︒
廣松渉はマルクスの叙述にあるこのような二元論
に気付いたからこそ︑投下労働価値説はマルクスの
本音ではないとし︑労働の社会連関を投下凝結した
ものでなく︑これからの必要労働時間の外的投映と
したのである︒また廣松とは別に︑﹁投下凝結﹂﹁ガ
レルテ﹂等の表現を﹁もはやこれらの物が表わして
いるのは︑ただ︑その生産に人間的労働が支出され︑
人間的労働が積み上げられているということだけで

ある︒﹂ (52
頁 と)いう表現の比喩的説明とし︑生産
物の生産には労働が費やされていることが価値を規
制することについての説明にすぎないとみなす議論
もある︒

マルクスは︑価値は元々労働の社会関係なのに︑
生産物の属性として︑商品間の関係として現われる
理由を︑抽象的人間労働のガレルテが生産物に付着
して︑生産物を価値物としての定在︑すなわち商品
にするからだとしたのである︒このように労働の社
会関係をいわば︿実体化﹀して︑生産物の生産・流
通・消費を規制する客観的な原理＝価値として把握
し︑物神的倒錯の生じる現実的関係を暴露したわけ
である︒

だからマルクスにあっては︑価値は生産物と共に
ある客観的な労働関連でありながら︑生産物とは区
別されて人間関係とされている︒つまり︑物のもと
にありながら︑物とは区別されて人間に取り戻され
ているのである︒そしてそれが経済的な社会関係取
り結ぶのである︒だからこそ︑人と人の関係の物と
物の関係への置き換え︑物象的関係の自立的発展︑
労働からの疎外としての資本等々︑実体としての労
働の社会関連が隠蔽される事態が現出するとされる︒
ということは︑あたかも経済関係が労働に基づく人
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間関係としてではなく︑労働から自立した物として
の資本間の関係として現象するということである︒
だから︑物神性論の展開としての﹃資本論﹄は︑労
働に基づいて生産関係を展開すると同時に︑それが
いかに労働関係を隠蔽し︑労働関係から乖離するか
をも展開することになる︒その方法的基礎は︑あく
まで生産物と価値の区別︑価値は生産物の属性でな
いという命題である︒つまり︑自然︑効用連関とし
ての生産物と︑労働の社会連関としての価値の二元
論である︒

労働と生産物の抽象的区別の止揚としての価
値
マルクスは価値をその実体に即して﹁抽象的人間
労働の凝結量﹂として把握している︒これがいわば
定義的に用いられている︒しかし﹁価値﹂ の元来の
意味は物の持つ交換力である︒この根拠を労働量に
求めることによって︑実際の交換力とその根拠とし
ての労働量の区別の必要が生じ︑﹁交換価値﹂と﹁価
値﹂が現象と本質のような関係で区別され︑価値が
労働凝結量として主体的に捉え返されるようになっ
たのである︒それにしてもやはり︑労働凝結量が価

値の実体に即しての規定にすぎず︑価値の意味が物
の交換力であることは否定できない︒

﹁これまでのあらゆる唯物論 フ(ォイエルバッハの
をも含めて の)主要欠陥は対象︑現実︑感性がただ客
体の︑または観照の形式のもとでのみとらえられて︑
感性的な人間の活動︑実践として主体的にとらえら
れないことである︒﹂ ﹃(フォィェルバッハ・テーゼ﹄
Werke Band ．
3 ．
S ︒
5)

マルクスはこの主体的または実践的唯物論の立場
から︑価値を客体である生産物の属性ではなく︑人
間の実践的な社会関係に主体的に位置づけようとす
る︒だが労働は労働のままでは価値ではない︒労働
は生産物に成ってはじめて価値なのである︒しかも︑
生産物が何であり︑どんな有用性があるかではなく︑
どれだけの社会的に必要な労働時間が生産物にこめ
られているかで生産物の価値が決まるのである︒し
たがって︑生産物の具体的有用性を形成する具体的
有用労働と︑生産物の社会的な価値を形成する抽象
的人間労働は明確に区別されなければならない︒し
かし︑それはマルクスのように生産物と価値を二元
的に形成しているわけではなく︑同一の生産物の有
用性と価値という二属性を形成しているのである︒
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これに対して︑価値を労働の社会的関係︑人間関
共同体経済でも分業形態をとる以上は︑それぞれ
係としてではなく︑生産物の属性として把握するこ
の構成員は物に代表され︑物を介して結合するので︑
とこそ︑まさしく物神崇拝であるという批判が予想
生産物間の関係︑物と物の関係としても把握される︒
される︒だがマルクスも労働の社会関係が物の属性
それができなければ︑計画経済は崩壊せざるを得な
に︑物の対象的性格に置き換えられたのが価値だと
い︒また︑市民社会の商品経済も社会的分業を担っ
は認めているし︑この置き換えなしに価値が労働の
ているのだから本来は人間関係でもある︒
社会関係として存立しえるとは考えていない︒ただ︑
経済関係が︑人間関係であると同時に物的関係で
この置き換えが倒錯的だと批判しているだけである︒
もあるというのは︑人間が物的存在となり︑自然力
労働は人間の本質的現存である︒マルクスにすれ
となって自然物を獲得して人間化する関係が経済関
ば︑これを物が表現し︑物自身の属性とすることは
係であることを意味する︒それは同時に︑自然物が
物の概念に反する物の人間化である︒人間の本質的
人間化して生産物として他の生産物と関係すること
現存である労働を物の属性とすることは人間の物化
を意味する︒これらの関係を介して人間関係が成立
であり︑人間の概念に反する︒だからこの置き換え
することは︑循環過程である以上︑人間の社会的分
は倒錯的だとされたのである︒
業関係を媒介にして︑生産物間の社会関係 が,成立す
ることをも意味する︒そしてこれらの過程の中で︑
人間が生産物によって再生産された生産物であり︑
かつ生産の担い手でもあること︑また︑生産物が人
間的生産に取り込まれて︑その構成要素として人間
の非有機的身体として機能していることが確認でき
る︒
ところで経済関係とは︑人間関係が物に媒介され
る関係である︒物質的生産︑流通︑消費をめぐる関
係である︒共同体経済では︑構成員間の分業関係が
はっきりしているので︑物と物の関係によって分業
関係が隠蔽されることはない︒商品関係ではだれが︑
どのような労働によって形成したかは問われない︒
だからかえって物と物の関係が人と人の関係を蔽い
隠すのである︒

だから︑誤解を虞れずに言えば︑人間の物化︑物
の人間化は経済関係の本質的特色なのであり︑それ
自体少しも倒錯的ではないのである︒むしろ︑経済
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関係は人と物の抽象的区別を止揚した﹁社会的な物﹂
の相互連関なのであり︑﹁人間的自然﹂の循環なの
である︒
価値はたしかに価値を形成した実体としては労働
の社会関係であるが︑しかし︑それを物の属性とし
ていることによって︑物の社会的関係に止揚してい
るのである︒そしてそのことは︑マルクスも指摘し
ているように私的所有に基づく私的労働の社会関係
ではやむを得ない関係である︒商品としての生産物
の価値を形成したのが労働であるということが解っ
ても︑価値が生産物の属性であることを止揚できる
わけではない︒私的所有に基づく私的労働の社会関
係︑即ち商品生産社会を止揚する他に価値を生産物
の属性でなくす方法はないのだ︒
価値は抽象的人間労働の凝結物であると同時に生
産物の抽象的な社会的支配力である︒価値において
は両者の区別は止揚されている︒抽象的人間労働は
生産物として凝結して価値になっており︑生産物は
価値として存在することによって抽象的人間労働の
ガレルテになっている︒だから価値は労働と物︑人
間と物の抽象的区別の止揚として捉えるべきであ
る︒

社会的物の主体性

人間は最も直接的には身体として捉えられるとし
ても︑身体が人間について語ることは生理学的︑医
学的な諸事実にすぎない︒むしろ人間は自己に適合
させて作り上げた自然︑人間的自然として捉え返さ
れるべきである︒その意味では︑様々な文化の総体
が人間である︒

衣服を着ている人間を︑衣服と裸の身体に分けて
考察し︑衣服を非人間的要素︑身体を人問的要素と
区別するのは悟性的に全く正しい︒だが﹃パンツを
はいた猿﹄ 粟(本慎一郎︑光文杜︑カッパ サ.イエンス )
ではないが︑パンツをはいたり脱いだりするのは人
間の本質的な特徴であるから︑衣服を抜きに人間は
語れない︒その意味で衣服は身体とともに人間を構
成する要素としても捉えられる︒衣食住を構成する
諸物資︑さらにそれらを生産︑流通︑消費させるた
めの諸機構︑その上に更に開花した政治的︑文化的
な諸機構も人間界を形成している︒そして人間界の
中で︑身体と社会的な物を区別しているのである︒

悟性的な区別に固執するのは︑身体のみを主体的︑
他を非主体的と考えるからである︒ところがマルク
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ス自身が強調しているように︑
﹁物質的生活の生産様式は︑社会的︑政治的︑精神
的生活諸過程一般を制約する︒人間の意識がその存
在を 規定するのではなくて︑逆に︑人間の社会的存
在がその意識を規定するのである︒﹂﹃(経済学批判・
序言﹄岩波文庫の訳 ︒)
人間は自分が作り出した文物によって行動を規制
され︑意識を規定される︒生活を豊にするために作
り出した道具や機械ではあるが︑今度はそれに合わ
せた生活様式︑意識形態をとらざるを得ないのであ
る︒だから身体だけが主体的で︑社会的な物は全く
非主体的だというわけではないのである︒
逆に言えば︑社会的な物は人間的意識を形成し︑
支配することなしには存在でき ない︒諸個人の意識
が個々の社会的な物に反応し︑それを各人の経済的
行動に結びつける限りで社会的物は需要され︑消費
されるのである︒諸個人にそのような行動をとらせ
るだけの機能＝性能が社会的物の中にあり︑その力
で意識を観制するのであるから︑この意識は単なる
諸個人の側の主体性に還元できないのである︒
各個人の意識は﹁私﹂の意識としてはあくまで︑
自我の主体性から発するが︑能動は実は決断の契機

を外部から︑社会から得ているという意味では受動
と表裏一体である︒だから諸個人の意識は︑常に社
会の意識の表出でもあり︑対象の側の主観への自己
定立︑即ち対象化としては︑対象 物( の)意識でもある︒

︿私﹀が見ているという事態は︑同時に︑対象が
光を反射して︑視神経の中枢に像を定立している事
態でもある︒その際︑対象が特定の事物︑︿木﹀な
ら︿木﹀として見えるためには︑木の形象について
の知識が必要であるということは︑︿木﹀が意識と
して現われるための条件にすぎない︒木に 関する知
識は木が社会的に形成した知識である︒もちろん︑
木と人間の関わりは︑人間の実践であるが︑それは
木が人間を含む自然に対して働きかけてきた結果で
もある︒人間身体のみを実践主体と認め︑自然物や
社会的物を実践主体と認めない唯物論は︑客体を客
体としてしか捉えず︑主体としても捉え返していな
いし︑主体を主体としてしか捉えず︑客体としても
捉え返していないという点で︑主観的な傾向に偏し
た主体的唯物論である︒だからその認識内容の真理
性は主観的なものにすぎない︒その 実<践の弁証法 >
は弁証法的唯物論の弁証法とは言えない 舩(山信一
﹃人間学的唯物論の立場と体系﹄未来社︑参照 ︒)
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このように社会的物の主体性︑意識を介した活動
を認めることにより︑人間を身体に限定して捉えな
いで︑環境世界全体︑人間界全体を人間として把握
できる︒また︑それを構成している社会的物を人間
身体と共に人間の定在という意味で人間体或いは人
間物 ﹃(資本論﹄での︿商品体﹀︿価値物﹀という用
語を参考 と)して把握できるのである︒

人間の抽象的実存としての価値
価値は生産物を交換力からのみ規定して︑その有
用性を捨象したものである︒生産物の交換力は︑そ
の有用性と相関せず︑したがって商品所持者の欲望
に左右されず︑かえって︑所持者の意識を規制し︑
自己の論理を貫徹するのである︒その根拠は商品自
身に内在する共通な実体に求めざるを得ない︒その
ために抽象的人間労働が価値実体だということにな
る 宇(野学派では︑商品論段階は純粋に流通過程とし
て把握すべきだということになるので︑実体として
の労働が持ち出せず︑そのため商品所持者間の欲望
に基づく取り引きから生産物の商品形態︑価値形態
を展開しようとする︒だから抽象的人間労働のガレ
ルテ︑労働の社会的性格︑社会関係としての価値を
生産物の対象的性格︑属性として把握することは物

神崇拝だという議論は商品論段階では展開すべきで
はないことになる︒︵永谷清﹃科学としての資本論﹄
弘文堂︑一九七三年刊参照︶︒

価値が人間労働の抽象的な固まりとして︑生産物
の抽象的な杜会的支配力となっているということは︑
人間の抽象的な現存としての労働時間が物として現
存していることを意味している︒生産物は価値とし
ては︑ただ無差別な抽象的人間労働がどれだけ積み
上げられているかだけが問題なのだ︒その生産物が
どんな具体的有用性を持っているかは第二次的な問
題である︒人々は生産物の具体的有用性によって相
互に効用連関を取り結んで︑自己の能力の発揮が︑
他の人々を享受として実現するという共同関係にあ
るわけだが︑抽象的人間労働に基づく価値関連では︑
全く共同的関連は捨象されている︒

人々はただ少しでも多くの価値を支配することに
のみ関心があるにすぎない︒流通や生産も価値の実
現や産出のみが関心事なのである︒もちろん︑社会
関係である限り効用連関が成立し︑社会的分業が行
なわれなけれぼならないが︑それは商品の価値関係︑
価値の産出︑実現︑実証等という形態を通して調整
され︑実現するのである︒
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価値は労働の内容に関して︑だれがどのように働
いたかに関して全く無関心であるから︑全く人称性
を欠いている︒ただ抽象的人間労働の固まりである
にすぎない︒そのために︑この価値物に対して︑諸
個人は外的に支配する形︑私的所有の形での支配を
しなければならない︒ 実(は私的所有と商品交換の成
立は相即的である ︒)ここに既に労働と所有の分離が
潜んでいる︒
生産物や労働の具体的有用性が捨象され︑人間の
本質的現存が物の抽象的な価値として現われるとこ
ろに︑人間存在それ自身の抽象化︑量化が現われて
いる︒人間は価値としての社会連関に生き︑価値支
配力によって評価されることが︑商品社会では第一
義的に重要である︒その具体的中味は何であっても︑
価値に還元して見直されるのだ︒とすれば︑人間は
自己を抽象的な労働時間に還元して生きていること
になる︒
抽象的労働時間は価値としては商品としての生産
物の価値量である︒価値量として捉えられる時︑ど
んな生産物であるかは捨象されるから︑交換力とし
ての価値だけが問題である︒そこで結局︑人間は貨
幣として自己の社会的力を把握する︒そこで人生の
目的は︑どれだけ多くの貨幣を支配するか︑換言す

るならば︑どれだけ多くの貨幣を使うかになってし
まう︒

そこで有用物の消費も︑必ずしも有用性をできる
限りフルに引き出し︑最大限に享受することが目的
ではなく︑価値の消費自体を目的として行なわれる
ようになる︒ぜいたく品と言われる商品の消費には
このような転倒性が著しく見られる︒また︑この転
倒性が︑物の具体的有用性に対する感覚を変様させ︑
人間の欲望を開発し︑豊富にするのである︒

価値は生産物の属性として︑諸個人の外に存在し︑
私的所有を介して外的に結びつくので︑諸個人にと
って自分に本質的な存在ではないかのように思われ
るかもしれない︒しかし︑この一見外的に見える価
値を得るために人々は労働し︑所有し︑交換して生
きているということが︑第一義的になってしまって
いるのである︒だから︑価値は諸個人にとっても本
質的である︒そのことが資本家及び労働者という二
大階級の分裂にも表出されている︒資本家は︑価値
が労働に対する支配であるという面の人格的表現で
あり︑労働者は︑自己自身が価値存在としての労働
力商品であり︑価値に支配された労働の人格的表現
である︒
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かくして︑諸個人は自己が支配し︑消費しうる労
働時間の物化としての価値に還元され︑抽象的な労
働時間に漂白される︒だから︑抽象的人間労働の固
まりとしての価値は︑人間が生命発現の具体性を喪
失して︑単なる労働時間の固まりとしての生産物に
成った姿である︒
価値としての自己の社会的力の形成は︑それが生
命発現の内容喪失であるだけ︑強制された︑あるい
は支配された労働︑自己犠牲としての労働である︒
だから商品交換に媒介された人間関係は相互支配で
ある︒それは他人の労働に対する支配であると同時
に︑他人による自己の労働に対する支配である︒従
って︑価値は︑実体としては投下労働量であるが︑
力としては支配労働量である︒これが等量交換とし
て生産物交換に反映すれば等価交換である︒
また価値は普遍的な交換力としては︑抽象的な類
的本質である︒価値としては生産物のあらゆる質的
相違は捨象され︑労働も単なる労働力一般の支出と
みなされる︒商品であることにおいて︑生産物は万
物斉同であり︑一種類の生産物は他の全種類の生産
物と交換可能である︒だから一種類の労働によって
全種類の労働の産物を手に入れることができる︒か
くして︑個人は個人のままで抽象的にではあるが︑

類的存在になりうるのである︒具体的な生命発現の
有機的連関の中で︑類的連関を形成して類的存在に
なるのではなく︑かえって︑生命発現の具体性を捨
象されて︑無機的な生産物間の抽象的対立の中で︑
類的存在になれるのである︒

商品としての人間１ー人間の歴史的本質とし
ての商品性

﹁生産は人間をただ︑一つの商品︑人間商品とし
て︑商品という規定における人間として生産するば
かりでなく︑それは人間をこの規定にふさわしく︑
肉体的にと全く同様に︑精神的にも人間性を失った
存在として生産する︒ 労-働者達および資本家達の不
道徳︑不具︑愚鈍︒ーそれの生産物は自已意識的︑
かつ自己活動的な商品であり⁝⁝人間商品である︒﹂
﹃(経済学・哲学草稿﹄第二草稿﹁資本と労働の対立﹂ )

マルクスはあくまで人間の商品化を非人間化とし
て捉えているのであり︑人間まで他の生産物と同様
に商品となる事態を人間の物化として批判している
のである︒現代ヒューマニズムは︑人間の物化︑商
品化を人間性の喪失として捉え︑あらゆる現代の危
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機の根源をこの人間の物化に求めている︒またそう
批判することが最も根底的な批判︑シャープな批判
であるかに思い込んでいる︒その意味で︑マルクス
の自己疎外論︑物神性論︑物象化論等は︑現代思想
の中で強力に生き続けている︒
人間の物化︑商品化批判は︑それが発生する機構
自体の止揚を掲げるのでなければ︑一貫しない︒資
本制社会の止揚︑さらには資本制社会を必然的に産
み出す私的所有の止揚を掲げるのでなければならな
い︒その点︑マルクス主義以外の現代ヒューマニズ
ムには︑批判だけにとどまる傾向が見られる︒だが
マルクス主義の側も︑社会主義から共産主義に発達
する道筋を明らかにしえているとはとても言えない︒
私的所有︑商品生産を止揚したり︑官僚制を止揚し
たりする方向に発展していると社会主義社会の現状
を評価することはできない︒ユーロ・コミュニズム
にその萌芽を見出すこともできない︒
現代ヒューマニズムの現実批判は空廻りしており︑
これに対して現実を安易に肯定し︑謳歌しようとす
る現実主義︑保守主義の傾向が強まっている︒では
人間の商品性に根差す様々な間題は解決したのかと
いえば︑決してそうではない︒それぞれが他人の労
働及びその生産物の支配をめぐって競い合い︑争い

合うことに危機の根源があるのであって︑これは商
品社会に由来している︒また労働の成果が資本とい
う形で自立して発展し︑最大限利潤を目指して発達
することによって︑労働者を圧迫したり︑自然を破
壊したり︑他民族を抑圧したりする問題は資本制生
産に根差している︒商品生産も資本制生産も︑人類
文化の発展に巨大な貢献をなしており︑その光明面
は高く評価されるべきだが︑同時にそれがもたらし
た暗黒面もそれだけに大変深刻である︒資本制の暗
黒面だけを除去し︑光明面を守るという形で資本主
義体制の維持を計ろうとしても︑根本的な解決には
ならず︑かえって問題をより大規模な形で再生産す
る結果になる︒なぜなら光明面と暗黒面は表裏一体
の形でアンビバランツ 両(義性 と)して存在している
から︒

たしかに共同体経済の中や間に商品経済が入り込
み︑貨幣の支配が浸透すれば︑それまでの純朴な人
間性は失われ︑社交的で合理的な計算高い人間性が
生じる︒封建経済から資本制への移行も大きな人間
性の変革が伴い︑労働者階級及びその予備軍の生活
は悲惨を極めた︒しかし︑決して非人間化したわけ
ではない︒既成の人間観や︑人間の理想と合わなく
なっただけである︒
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我々は健康で文化的な生活が送れるのが人間的で︑
酷使や圧政に苦しみ︑飢餓や虐殺の地獄に苦しむの
を非人間的だと思い込んでいるが︑現代世界の繁栄
がアウシュビッツやヒロシマの上に築かれているこ
と︑現在もなおアジア・アフリカの飢餓︑核戦争の
危機に背中合わせに生きていることを忘れではなら
ない︒よい方のみを人間的とみなすのはやはりイデ
オロギーであって︑科学ではない 加(藤栄一﹁疎外と
物化﹂︿﹃思想﹄第 号一九六二年一〇月号所収﹀
参照 ︒)
アウシュビッツ・ヒロシマに象微される行為こそ
人間的と言えば言えるのであって︑核戦争で人類が
絶滅したとしたら︑それは極めて人間らしい最後で
あったことになろう︒だから商品化︑物化を非人間
化だと批難する際の人間概念はイデオローギッシュ
である︒もちろん言葉の使用上の問題であるから︑
﹁人間的﹂を﹁良心的﹂と同義で使ったり︑理念︑
あるべき姿としての﹁人間﹂に近いことを﹁人間的﹂
と表現するのは自由である︒しかし︑そうした語の
使用法自身が倫理的であって科学的ではない︒
マルクスにすれば︑人間は元々商品ではなかった
古(代の奴隷制を除げば の)であって︑労働力が商品化
するという形で人間が商品化したのは近代資本制の

産物である︒その時︑人間は商品として︑物として
扱われるようになったのであり︑その意味で非人間
化である︒ところが古典経済学は︑このような非人
間化された状態を永遠化してしまうのである⁝⁝と
いうことになる︒

しかし︑私は人間の商品化は二段構えで捉え返す
べきだと考えている︒私的所有に基づく︑私的生産
者間の交わりは︑共同体と共同体︑家族と家族を結
びつけ市民杜会を形成する︒その際の交わりの形態
は商品交換である︒商品交換では︑生産物だけが商
品化されて︑それを作ったり︑売買したり︑消費し
たりする人間は商品化されていないといわれる︒だ
が︑それで︑生活を営んでいる人間にとっては︑生
産物という形での自己を商品化しているのであって︑
労働を人間の本質と把握する人間観ならば︑この段
階で既に人間の本質的な 全(面的なではない 商)品化
を認めるべきである︒なぜなら︑経済的には人間は
自己の創り出した生産物に自己を代表させ︑生産物
として関係する他ないのだから︒

資本制以前は︑自給自足が大部分で︑剰余生産物
のごく一部分が市場に商品として流出したにすぎな
いから︑価値法則は作用したとしても貫徹しなかっ
た 宇(野学派の解釈 し)︑商品は人間にとって本質的で
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460

私的所有は対象的な形態では私有財産であるが︑
これは元来が商品であり︑非商品的形態にある場合︑
経済外的強制によって商品としての実現を阻まれて
いるのである︒すなわち収穫の半分近くを貢納させ
た上で︑市場を極端に狭める等をしたのである︒し
かし︑蓄積された富も︑交換価値があるから富とし
て蓄積されるという意味では止揚された商品である︒
だから富の収奪︑集積の上に築かれる文明も根底的
には︑商品性を宿している︒

はありえなかったと一般に考えられている︒とはい
え︑私的所有の発生は商品交換なしでは考えられな
いし︑従って階級分裂︑国家の発生や︑各時代にお
ける搾取形態は︑私的所有の発展を示しており︑そ
のもとで︑商品経済は様々な制約を受けながら展開
している︒

しかし︑あらゆる搾取や収奪は︑価値に対する収
奪である以上︑本質的に商品性を揚棄したものとし
て保存しているのである 商(品の発生とヒトの人間
化の相即的な関係については拙稿﹁人間カテゴリー
について﹂︿季報唯物論研究 ﹀所収参照
および﹃立命館文学第
号﹄一九九三年三月刊
﹁﹃カテゴリーとしての人間﹄論序説﹂参照

して対峙し合いながら︑その上で社会を形成するな
らば︑必然的に交換の形式をとる︒この形式によら
ない交換発生以前の社会形成は身体的一体性に基づ
く共同生産︑共同消費かプナルア婚を通しての送り
合いであり︑交換発生以後は︑交換を前提しながら
そのルールを破る強奪や奴隷化の形式をとる︒

文明は︑自然から人間が自己を区別し︑生理的表
象としての世界を事物界として捉え返すことによっ
て成立する︒それは︑自己の非有機的身体としての
生産物を他者化し︑他者の非有機的身体を自己化す
ること︑つまり︑労働と生産物を区別し︑生産物を
他者化し︑客体的な事物化することによって交換す
るという＜交換の論理＞に前提されている︒人と人
の有機的な共同体的なつながりが切断され︑他者と

18

一歴史段階として単純商品社会が資本制杜会に先
行するのは仮構である︒だがどの私的所有にもとづ
く階級 社会でも︑止揚された形︑潜在的な形で︑商
品社会が市民社会として﹁歴史のかまど﹂なのであ
る︒

︒
http://www7a.biglobe.ne.jp/~yasui̲yutaka/ningenron/total.htm)

５２９
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商品としての人間２ー人間の価値意識
商品としての人間の本質は価値である︒つまり︑
どれだけの他の商品を支配できる力として存在する
かで評価される︒それは︑それだけの価値を貨幣や
資産の形で蓄蔵してもよいし︑資本の形で生産を組
織してもよい︒或いは何らかの権力的機構の支配を
通して力を示してもよい︒それらのことができなけ
れば︑自分の労働力を売って︑賃金を得てもよい︒
また︑どんな職業に就くかも商品人間にとっては全
く無関心なのである︒
ただし︑ 富や権力から疎遠な人々にとっては︑自
己の本質が交換価値でしかないことは納得できない
事である︒たとえ︑現実の経済関係の中ではそれだ
けの価値として取り扱われていようとも︑いやそれ
だからこそ自分の人間としての価値が︑自分が稼ぎ
出せる貨幣量や︑産出できる価値量︑消費できる商
品の価値量として捉えられることは︑大変情けない
ことである︒なぜなら大部分の人々にとってはそれ
らは大変少量であって︑社会の中では何億分の一で
しかないからだ︒

そこで人々は自己を交換量によって本質づけるこ
とを不当とし︑真の価値は交換力ではなく︑かえっ
て交換できないもの︑かけがえのないものであると
する︒そのようなものは交換力ではないことによっ
て本来は価値ではないが︑価値による︑貨幣による
支配が普遍化していて︑あらゆる大切なものは貨幣
価値で計算されているので︑大切なものは価値と混
同されている︒そこで真の価値は経済的価値ではな
く︑かげがえのない間柄や精神的な崇高性︑真善美
などであるとされる︒特に人々が自己の存在意義の
絶対性を付与してくれる関係として見出すのは﹁家
族﹂である︒

労賃等の稼ぎ出せる価値量はごくわずかでしかな
い︒その面で社会の評価は大変冷酷である︒しかし︑
それで家族の全生計が賄われるのであれぼ︑家族に
とってその稼ぎ手は︑万物の創造者︑絶対者として
現われる︒なぜなら︑貨幣は価値の権化であり︑い
かなる価値物︑つまり商品とも交換できるので︑彼
は個別的商品の生産者でありながら︑全種類の商品
を産出しているのと同じ類的存在となるからである︒

家族が稼ぎ手を絶対者として価値づけることは︑
同時に稼ぎ手が家族を︑自分を絶対化してくれるこ
とによって生きる意味を与えてくれる救い主として
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認識することでもある︒このような家族においては︑
獲得できる経済的価値の量よりも︑絶対的価値とし
て価値づけ合う間柄が重要なのである︒これが真の
価値とされ︑家族主義的価値観が形成される︒
小商品生産者の場合は自己が生産した商品を︑賃
労働者の場合は自己の労働力を売るのであるが︑い
ずれにしても︑売る主体は︑単なる個人ではない︒
家族全体が自分自身として意識され︑家族の立場か
ら経済活動がなされるのである︒経済的な価値量は
たしかに生活物資の量を決定するので重要である︒
人々は貨幣の支配を受けているが︑価値追求はきり
がない上︑大部分の人々は窮乏に甘んじなければな
らない︒そこで庶民にとっては生活費は必要最小限
でもよいから︑家族関係の維持及びそこでの愛情に
最大の意義を見出すようになる︒
こうして家族は私的利害の主体として市民社会で
社会関係を結びながらも︑関心は家族自身に向けら
れ︑家族がアトム︑モナドとして存立するようにな
る︒世界は家族にとっては目的ではなく手段でしか
ない︒﹁二人のため︑世界があるの﹂という歌の文
句があるが︑夫婦が造り上げる家族的世界それ自体
が今や形而上学的実体となり︑世界も家族によって
はじめて意義づけられるのである︒

世界は家族と直接関わる場面でしか関心を持たれ
ないから︑総体としての世界や社会は諸個人にとっ
て疎遠な存在でしかない︒また家族以外の他人や諸
事物も︑自分には関わりのない他人事︑他処事でし
かない︒だから市民社会は相互に疎遠な家族が互い
に私的利害に基づいて富を奪い合い︑相互に労働を
支配し合う場として登場する︒

家族関係において精神的な間柄が︑交換価値より
大切と思われていること自体︑商品的な人間の存在
構造からくる価値意識の特色である︒人間は本来的
に商品ではなく︑労働力の商品化は非人間化の徹底
であるという意識自体︑商品人間の典型的なイデオ
ロギーなのである︒

人間の商品性の超克は商品性を非人間性として外
的に批判することによって可能になるのではない︒
むしろ︑商品性を人間の歴史的本質として認識し︑
その矛盾を徹底的に対象化することが必要なのであ
る︒人間は商品としての生をなお生き抜かなければ
ならず︑それ故に生じる諸問題を自己自身の問題と
して引き受けなければならない︒現代の危機はすべ
てこの類の問題である︒これらの問題を自らの責任
として引き受ける覚悟を各人がなさないことには危
機の解決も︑商品性の克服もともに不可能である︒
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拙(稿﹃﹁商品としての人間﹂論の可能性﹄ 共<著﹃人
間論の可能性﹄北樹出版所収 参>照﹀︒
http://www7a.biglobe.ne.jp/~yasui̲yutaka/ningenron/kanousei/mokuji.htm

第二章 労働価値説の再構成

第一節労働過程論再考
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マルクスの労働概念について

﹃資本論﹄﹁第一巻﹂﹁第三篇︑絶対的剰余価値
の生産﹂﹁第五章︑労働過程と価値増殖過程﹂﹁第
一節︑労働過程﹂﹁第二節︑価値増殖過程﹂となっ
ている︒マルクスがまず﹁労働過程﹂で論じている
のは︑特殊資本制的な労働過程ではなくて︑﹁どん
な特定の社会的形態にもかかわりない﹂﹁人間と自
然との間の一過程﹂である︵ 頁︶︒つまり資本家
が労働者に生産物をつくらせる労働者の労働も︑そ
の他の労働も一昔の労働も︑労働という点において
は同じ筈だということになる︒富＝使用価値の形成
としては同じだということである︵ 頁︶︒

192

だが資本家に強制された労働と︑自由な労働では
同じ具体的な物を作るにも︑大変な違いが存在する
と思われるが︑マルクスは労働としては同じ論理だ

192

だ単に素材の変形であるにすぎない︒結合と分離は︑
再生産の観念の分析にさいして︑人間精神が絶えず
繰り返し見出す唯一の要素である︒﹂ ( 頁 ︒)

このような素材変形論は︑自然科学的な労働観で
ある︒原材料と完成品にマテリーの同一性があるか
らといって︑完成品は原材料とは違った新しい物で
あることは否定できない︒自然を唯一実体である
﹁水﹂﹁火﹂﹁空気﹂などの様態と悟るのはいいと
しても︑経済は多様な労働生産物の相互関連であり︑
その生産︑流通︑消費の循環に他ならない︒各生産
物の生産は異なった物の生産︑新しい物の創造であ
る︒そう捉えないと﹁家﹂も﹁机﹂も﹁庭木﹂も﹁紙﹂
も木製品としては同じ物だということになる︒しか
し︑経済学上重要なのは同じ木製品でも違った物だ
ということなのである︒物質︵マテリー︶と物︵デ
ィング︶の区別に基づく︑物の関係が経済学の対象
である︒

ところでこのマテリーのフォルムの変換としての
新しいディングの創造という意味での労働も自然カ
に支えられている︒だから︑労働はひとり労働者の
営為のみならず︑労働者と労働対象や労働手段との
共働として把握されているだろうか︒ところが︑マ
ルクスにおいては

48

58

と考えている︒それではマルクスの一般的な労働概
念を見てみよう︒
﹁使用価値である上着やリソネルなど︑簡単に言
えばいろいろな商品体は︑二つの要素の結合物︑自
然素材と労働との結合物である︒上着やリンネルな
どに含まれているいろいろな有用労働の総計を取り
去ってしまえば︑あとには常にある物質的な土台が
残るが︑それは人間の助力なしに天然に存在するも
のである︒人間は彼の生産において︑ただ自然その
ものがやるとおりにやることができるだけである︒
すなわち︑ただ素材の形態を変えることができるだ
けである︒それだけではない︒この形をつげる労働
そのものにおいても︑人間はつねに自然力に支えら
れている︒だから︑労働はそれによって生産される
使用価値の︑素材的富の︑ただ一つの源泉なのでは
ない︒ウィリアム・ペティの言うように︑﹃労働は
素材的富の父であり︑土地はその母である︒﹄﹂ 五(
七〜五八頁 ︒)
この﹃第一章商品﹄での労働観はペティの質料主
義に対する肯定的評価に基づいている︒
﹁註
世-界中のすべての現象は人間の手によっ
て惹き起こされようと︑事実上の創造ではなく︑た
13

﹁労働は︑それによって生産される使用価値の︑素
高等動物では記憶力が発達しているから︑眼前の表
材的富のただ一つの源泉なのではない︒﹂
象を他の表象にオーバーラップさせるイマジネーシ
ョンを持てないとは決めつけられない︒表象活動に
から︑むしろ︑労働と自然素材の結合が生産物なの
である︒
おいて人間と動物の根本的な違いは︑人間は事物と
して世界をみているのに対して︑動物は︑主観・客
この関係を明らかにするために﹁第五章︑第一
観の未分化な生理的表象として世界をみているとこ
節労働過程﹂が展開されている︒つまり︑労働は人
ろにある︒表象が生理的表象であることは︑必ずし
間の身体的活動であること︑身体諸力の発揮による
も眼前の情況の表象に限定されていることを意味し
自然素材の有用化及び獲得として捉えられる ( 頁 ︒) ない︒環境世界からの感覚的刺激は︑直接的な表象
そして︑特に人間労働の特色を蜘蛛や蜜蜂と比較し
を表出するとともに間接的な関連した表象を呼び醒
て︑想像力による目的意識的対象変革活動と捉えて
し︑行動を観制する︒ただ︑動物はそれらの表象と
いる︒
自已が未分化なのであり︑表象が事態にとどまって︑
客観的事物の表象として概念的に把握されていない
という限界があるのである︒
﹁蜘蛛は︑織匠の作業にも似た作業をするし︑蜜
蜂はその蠟房の構造によって多くの人間の建築師を
赤面させる︒しかし︑もともと最悪の建築師でさえ
最良の蜜蜂にまさるものとするのは︑建築師は蜜房
を蠟で築く前にすでに頭の中でそれを築いていると
いうことである︒労働過程の終りには︑その始めに
労働者の表象の中に存在していた︑つまり︑観念的
にはすでに存在していた結果が出てくるのである︒﹂
( 頁 ︒)

生理的表象に対する反応も生理的な段階にとど
まる︒表象を外的事物の表象として自已と区別し︑
述語づけられるべき主語として把握してはじめて知
覚から認識に昂まるのである︒いくつかの表象が連
関づげられ︑ある種の事物として認識されると︑そ
れに関する述語づけは豊富になるから︑それに基づ
く対応が的確になる︒労働の成立は︑従って言語的
認識に依存しているのだ︒労働の成立を想像力から
説くマルクスの議論は︑労働を主・客図式に基づく
言語的認識に前提されていないものとして説き︑労
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動物と人間の根本的な差を想像力に求める見解
はマルクスのこの叙述を根拠にしている︒しかし︑

193

181

191

に属すから︑ことさら証明すべき内容ではないかに
思われていた︒

)

生産において︑労働手段や労働対象の果す役割
は大変大きい︒とはいえ︑労働はそれらに依って人
間が行う身体的な対象獲得︑対象変革だと定義され
うる︒マルクスはこの定義に則って︑労働者の側か
ら労働力の使用としての労働を概念把握しようとす
るのである︒
マルクスの労働図式
労働主体 人(間身体＝労働力

50

働から逆に言語の成立を演緯する傾向に連なる︒し
かし︑人間労働を他の動物の対象獲得と区別するの
は︑理性的な概念認識にもとづいているということ
である︒
もし︑人間労働が主・客未分化な融即の論理に
とどまっていたならば︑それは決して文明を築き上
げることはなかっただろうし︑それ故︑人間労働が
ことさら間題にされることもなかっただろう︒マル
クス自身︑想像力にもとづく合目的的活動としての
労働を︑最初の本能的な形態から抜げ出たものとし
ているのである ( 〜 頁 ︒)

マルクスの労働図式

)

←労働手段︵土地・建物・道具機械︶
労働対象 原(材料・燃料

﹁労働過程の単純な諸契機は︑合目的的な活動ま
たは労働そのものとその対象とその手段である︒﹂
(頁 )
﹁要するに︑労働過程では人間の活動が労働手段を
使って︑一つの前もって企図された労働対象の変化
を惹き起こすのである︒﹂ ( 頁 )
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マルクスは﹁第四章︑貨幣の資本への転化﹂で︑
労働力商品以外の商品の売買は︑法則的に等価交換
として行われるから︑流通過程で価値増殖は起り得
ないとし︑その上で︿労働力商品﹀の特殊性を検討
する 第(四章︑第三節労働力の売買︑ 〜 頁 ︒)こ
れを承けて展開される︿労働過程﹀の労働は︑当然︑
労働力の使用価値の使用︑消費である︒つまり︑労
働は労働者が行う行為であって︑決して︑労働対象︑
労働手段が行うことはない︒このことはむしろ定義
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労働対象自身の主体的変化をも包摂したものと捉え
返す観点がない︒

労働手段なしでは︑生産性の高い労働はできない︒
マルクスは手で果実をとる労働について︑手を労働
手段として捉え返している ( 頁 ︒)手が労働手段な
らば労働主体は何か問題になる︒だが︑マルクスは
労働を身体的能カとしての労働力の使用と考えてい
る︒だから当然︑その使用主体は身体としての労働
者である︒手を労働手段とすることは労働主体が自
己の一部分を手段化することである︒身体の諸機能
を手段化することによって︑それらを労働主体から
追放すると︑労働主体は自我そのものに限定されて
しまう︒

マルクスは﹃経済学・哲学手稿﹄の﹁へーゲル弁
証法と哲学一般の批判﹂で自已意識の外化＝対象化
による物の定立とその揚棄︑自己意識への還帰を︑
抽象態の自己疎外としての具体の定立︑具体性の揚
棄による抽象態への還帰として捉えている︒つまり
抽象化の運動として抽象的労働として把握している
拙(稿﹁抽象的人間労働の論理構造﹂参照 ︒)

へーゲルは労働の主体を精神︑自己意識と把握し
たために︑具体的な生命発現︑身体的能力の発揮に
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マルクスが労働対象に数えあげるのはまず大地︑
魚︑木︑鉱石等の天然資源である︒これらに労働が
加えられている場合︑マルクスは特に原料と名付け
ている︒労働対象に労働を加えて生産物に変化させ
るのが労働である︒その際︑この変化は労働に導か
れたとしても︑労働対象自身の変化である︒物理的︑
化学的︑生物的変化を行うのは労働対象自身の相互
作用である︒人間身体や労働手段の働きかけは︑こ
れらの変化が生じる舞台を整備するだけである︒
だからこの変化過程において変化主体は労働対象
であるといえる︒この変化過程は変化させられてい
る過程としたら労働過程でもある︒労働対象が自ら
変化しなければ労働過程としては成り立たないし︑
また勝手に変化するのであれば労働過程ではない︒
しかも出来上った生産物は労働の生産物である︒
だから︑この変化過程と変化させる過程は労働過程
として統一されているのである︒その意味では︑労
働対象にも労働過程における主体性を認めなければ
ならない︒なぜなら︑人間身体は自分だけの力と主
体性で労働対象を生産物に変化させたわけではない
から︒しかし残念ながら︑マルクスには労働過程の
労働者が労働する過程という面にこだわり︑同時に
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の主体性を認めないことによって労働主体の活動に
一元化する傾向を有していたため︑対象や手段の人
間性は外面的で外から付与されたものにすぎず︑そ
れ自身の属性︵ Eigenschaft
︶ではなかった︒

身体の延長としての労働手段

﹁労働手段は︑労働者が自分と労働対象の間に押
し込んで︑この対象への彼の働きかけの導体として
彼に役立つ物あるいはその複合体である︒労働者は
諸物の機械的︑物理的︑化学的な諸性質を利用して︑
それらのものを︑彼の目的に応じて︑他の諸物に対
する力の手段として作用させる︒労働者が直接に手
にする対象は︑︱できあいの食料︑たとえば果実の
つかみどりでは︑彼自身の身体的器官だけが労働手
段として役だつがそれは別としてー労働対象ではな
く︑労働手段である︒かくして自然的なものがそれ
自身彼の活動の器官になる︒その器官を彼自身の身
体器官につけ加えて︑彼の自然の力を引き伸ばすの
である︒聖書の言葉にもかかわらず︒﹂︵ 頁︶
﹁労働手段の使用と創造は︑萌芽的にはすでにある
動物種類に属しているけれども︑人間特有の労働過
程を特徴づける︒それだからフランクリンは人間を
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よる自己確証︑自己肯定を疎外して抽象的な価値︑
精神の貨幣 に抽象するとマルクスは批判した︒
それに代る労働主体は︑フォイエルバッハに倣って
身体であった︒身体は感性の主体である︒感性の対
象としての自然の享受は︑それ自身生命発現として
の労働それ自体であった︒そして︑自然は人間感性
の対象としての自然であり︑感性の対象としてのみ
存在論的意義を有するものでしかなかった︒人間身
体をそれ自身自然の一部分として捉え︑人間対自然
関係を自然対自然関係と把握しながらも︑人間対自
然関係を超越し︑捨象した自然存在を認めなかった︒
さらに﹃フォィエルバッハ・テーゼ﹄でも現実︑
対象を客体や直観の形式で把握するだけだった従来
の唯物論に代り︑現実や対象を主体の実践︑人間的
感性的な活動として捉え返す︑実践的な人間的唯物
論の立場が表明されている︒だから︑たとえ労働手
段や労働対象の働きや機能や作用であっても︑労働
主体としての人間の労働︑実践的活動として捉え返
そうとしていたのである︒
﹃経・哲﹄や﹃テーゼ﹄における主体的把握は︑
それ故︑労働主体と対象・手段の抽象的区別を止揚
して全体を人間として把握しようとする︿人間観の
転換﹀を萌芽していた︒しかし︑それは対象や手段

194

すなわち道具を作る動物と
a toolmaking animal
定義している︒﹂ ( 頁 )
最初の引用では︑労働手段は︑労働主体たる身体
の延長とされている︒労働主体の能力は身体の能力
即ち生理的能力を超えている︒労働は労働手段の自
然力を有効に利用することによって可能になる︒だ
から︑労働主体は労働手段の力を自已の力とする︒
そのためには労働主体としての身体と労働手段の区
別を捨象しなければならない︒だから労働主体たる
身体の延長として労働手段が位置づけられたのであ
る︒
︿身体の延長﹀としての労働手段という発想は︑
﹃経・哲手稿﹄での︿非有機的身体﹀としての自然
把握と共通している︒非有機的とは身体器官として
は身体に属していたいが身体の一部のように身体と
緊密に結びついており︑それなしでは身体全体が維
持できないような自然の状態を指している︒貝の貝
がら︑蓑虫の蓑︑蜘蛛の糸︑鳥の巣︑けもの道︑ビ
ーバー・ダム等が典型であり︑広義には︑大地︑空
気︑水も含まれる︒つまり環境世界全体が各動物の
非有機的身体だということになる︒

人間の場合︑環境世界の中に人間が産み出した
様々な生産手段︑生産物が含まれるのであり︑あり
とあらゆる文化が含まれる︒だからもちろん労働手
段も人間の非有機的身体︑人間的自然として捉え返
される︒とすれぼ︑労働主体としての身体に労働手
段も非有機的な身体として含まれることになる︒つ
まり︑人間は個々の身体に限定されず︑非有機的身
体としての生産物を含む人間的自然全体として把握
される︒ここにはたしかに︿人間観の転換﹀の萌芽
がある︒

労働手段は主体としての身体の一部となっている︒
しかし︑マルクスにとっては︑それは︑労働手段の
力を労働主体が自己の力にしていることを意味する
にすぎず︑あくまで労働手段それ自体は労働主体で
はないのである︒換言すれば︑労働手段は身体の延
長として機能してはじめて︑労働主体の力を構成す
るが︑道具や機械はそれ自体としては︑労働過程で
主体的役割を果すわけではないとするのである︒

もちろん︑労働主体としての人間の意識を介しな
い限り︑道具や機械が機能しないのだが︑道具や機
械があるから︑それを使用する人間の意識も生じる
わけである︒その意味では︑人間の意識を生ぜしめ︑
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それを媒介にして︑労働手段は自己の主体性を発揮
しているとも言える︒
道具や機械に関する意識とは︑それらの性能︑使
用法︑用途等についての知識であり︑それは元々︑
労働手段に固有のものの反映である︒つまり︑その
ような意識への労働手段の自己対象化によって︑物
と人との区別が捨象されていると解すこともできる︒
意識は生起する場所としては身体の一部であるし︑
各個人の意識として生起するから︑意識は常に私の
意識として反省される︒しかし︑意識内容としては︑
意識は対象たる諸事物が五官を刺激して自己を定立
したものであり︑その意味では︑対象の意識︑事物
の意識でもある︒ただし︑五官への刺激がいかに意
識として統合されるかは︑その認識主体の教養
︵ Bildung
︶に規定されている︒とはいえ︑認識主体
の教養を条件にして事物は意識として自己を定立す
るのである︒
だから︑労働手段に関する意識は︑労働手段を
使う身体の意識であると同時に︑労働手段が自己を
主体化するための労働手段自身の意識でもある︒意
識は身体の活動であると同時に︑身体を取り巻く諸
事物が身体に働きかけている姿でもある︒社会的な
物は人間の意識を介してはじめて自已を維持し︑杜

会連関を形成しうる事物である︒労働手段もその中
に含まれている︒ところが︑マルクスは︑社会を現
実的諸個人の関係として捉え返しているものの︑社
会的な諸事物自身が取り結ぶ関係とは見なしていな
い︒社会的な諸事物は︑現実的な諸個人が社会関係
を取り結ぶためのあくまで媒体にすぎないと考えて
いたのである︒

マルクスにすれば︑労働手段は身体の延長であ
り︑非有機的身体ではあるが︑やはり労働主体とし
ての身体からは区別される︒身体が自然物を自己の
身体力の補強として用いているにすぎない︒労働手
段は身体の活動︑力として発現されて︑対象を変革
するという意味で︑身体の延長なのである︒だから
あくまで労働手段それ自身が主体ではないのである︒

それならば︑身体と区別され︑主体となりきっ
ていないのだから︑身体の延長として捉えるのは比
喩にすぎないことになる︒身体の延長として捉え︑
労働手段を労働主体に取り込んではじめて︑労働者
の労働が富を生産するといえる筈である︒つまり︑
身体と労働手段の抽象的区別を止揚してはじめて︑
人間的自然全体の自己産出︑自己対象化として 労<働
＝生産 が>把握できる筈である︒
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身体的労働から生産的労働へ
﹁労働過程﹂論は︑労働力商品の特殊性に着目す
ることによって価値増殖の謎を解こうとする議論を
承けて︑流通過程では等価交換で増殖しない筈の価
値がいかに生産過程では増殖するのかという労働価
値説を展開するための前提となる議論である︒だか
ら︑労働過程における主体が労働者であることは予
め自明になっている︒
もちろん︑﹁労働﹂はもともと︑単なる物理的
な﹁仕事﹂と区別された︑何か欲求を充足させるた
めの財を手に入れるための苦労を表現している︒そ
の意味では︑それが人間身体の主体的行為であるこ
とは明白である︒ところが問題は︑その行為を単に
人間身体の営為としてのみ行うのではなく︑自然自
身の変化過程として︑また︑身体に代る事物による
他の事物に対する対象的な変革活動としても営むと
ころにある︒
だから︑その意味では労働過程の主体を身体に限
定することに問題が生じる︒従って︑労働主体に労
働対象や労働手段をとり込む形で労働過程が展開さ
れるべきであり︑労働過程の考察によって︑人間概

念が転換され︑人間的自然の自己産出︑自己対象化
としての生産概念に労働概念を止揚すべきなのであ
る︒最初は身体の活動として捉えられていた労働が︑
その展開を通じて労働対象自身の活動でもあり︑労
働手段の活動でもあることが明らかにされる︒その
ことによって︑人間が身体的限定を乗り超えて︑自
己を生産的自然として把握し直す論理が労働過程論
であるべきなのだ︒

マルクスの場合︑彼の労働価値説は彼の物神性
論に基づいている︒その場合の物神性論は擬人的倒
錯に対する批判である︒一般に物神崇拝は物の擬神
的倒錯を意味しており︑物が物でしかないのにもか
かわらず神として信仰の対象になる倒錯である︒し
かし広義にはイコン的な物の象徴作用に対する信仰
一般がフェティシズムと呼ばれ︑女性の下着に性的
興奮を覚える性倒錯者もフェティストと呼ばれてい
る︒

マルクスが労働価値説に関連して物神崇拝と考え
るのは︑商品論次元では価値を物の属性と見なした
り︑物と物の関係と見なしたりすることであった︒
労働過程論の次元では︑労働の主体を労働者の身体
能力以外の労働対象や労働手段にも求める僚向であ
る︒労働は人間活動なのだから人間以外の物が労働
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第二節 価値増殖過程論再考

﹁抽象的人間労働﹂と価値形成過程

56

﹁商品そのものが︑使用価値と価値の統一である
ように︑商品の生産過程は労働過程と価値形成過程
の統一でなげればならない︒そこで今度は生産過程
を価値形成過程として考察してみよう︒﹂ ( 頁 )

マルクスの生産過程の図式を示しておく︒

201

するたどというのは極めて粗野な物神崇拝というこ
とにたる︒
だがそうした議論は予め人間を身体に限定し︑
労働対象や手段を人間から抽象的に区別する議論に
なってしまう︒マルクスは労働過程を内容的に検討
する段になると︑労働手段を身体の延長として把握
するのであるから︑労働手段の作用も労働の一部に
含まれていなければならない筈である︒でなければ
労働が対象を変革したとは言えない筈である︒しか
し︑その点の展開は物神性論に抵触し︑次の価値形
成過程論の展開に支障をきたすことになるので明確
ではない︒

労働の二重性
具体的
有用労
働
抽象的
人間労
働

商品の生産過
程
商品
価値
使用価
値
価値形
労働過
成過程
程

価値形成過程は商品論では抽象的人間労働の行わ
れている過程にあたる︒しかし︑﹁第三篇︑第五章
第二節 価値増殖過程﹂では﹁抽象的人間労働﹂と
いう用語は全く使用されていない︒
そこで抽象的人間労働は元来商品の価値を説明す
るために︑交換的等値によって生産物の具体的有用
性とともに︑それを形成した労働の具体性をも捨象
した結果︑労働を抽象的人間労働として把握しただ
けであるという見解が生じた︒
つまり抽象的人間労働はいわば論理的抽象の産物
であるとする見解が生じた 宇(野学派は論理的抽象
であるから抽象的人間労働は超歴史的な用語である
とするのに対して︑廣松は論理的抽象が行われる場
面は商品社会に限定されているから歴史的用語であ
るとする ︒)だから︑価値生産過程といえどもそれ自
体としては具体的有用労働であり︑抽象的人間労働
などが実際に二重に行われているわけではないとす
るのである︒
次の引用なども単なる論理的抽象説に味方するよ
うに思われる︒

﹁われわれが知っているように︑どの商品の価値
も︑その使用価値に物質化されている労働の量によ
って︑その生産に社会的に必要な労働時間によって
規定されている︒このことは︑労働過程の結果とし
て︑われわれの資本家の手に入った生産物にもあて
はまる︒そこで︑まず︑この生産物に対象化されて
いる労働が計算されなければならない︒﹂︵ 頁 )

この文章でも使用価値と生産物が混同されている︒
とはいえ﹁使用価値に物質化されている労働の量﹂
は具体的有用労働の量というように解される︒﹁そ
の生産に社会的に必要な労働時間﹂もこの文脈から
は具体的有用労働の労働時間になってしまっている︒
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しかし︑﹁第一篇︑第一章︑第一節﹂で
﹁ある使用価値または財貨が価値をもつのは︑ただ
抽象的人間労働がそれに対象化または物質化されて
いるからでしかない︒﹂ ( 頁 )
﹁ある使用価値の価値量を規定するものは︑ただ︑
社会的に必要な労働の量︑すなわち︑その使用価値
の生産に社会的に必要な労働時間だけである︒﹂ (
頁 )
とある︒マルクスにしても具体的有用労働と抽象的
人問労働が別々に存在するとしているわけではない︒
あくまで同じ労働の二重性である︒同じ労働が具体
53

そこで﹁第二節︑価値増殖過程﹂でも展開が進
むにつれ︑価値形成的労働が抽象的人間労働である
ことが分かるように叙述されている︒
﹁ここで 価(値形成過程で 問)題になるのは︑もはや労
働の質や形状や内容ではなく︑ただその量だけであ
る︒﹂ ( 〜 頁 )
﹁ここで 価(値形成過程で 紡)績労働が労働として認
められるのは︑ただそれが労働力の支出であるかぎ
りのことであって︑それが紡績という独自な労働で
あるかぎりでのことではないからである︒﹂ ( 頁 )

価値形成過程と疎外された労働

﹁抽象的人間労働﹂という用語自身は﹃資本論初
版﹄で確立しているが︑改訂版の﹁第一章︑第二節
商品に表わされる労働の二重性﹂でも︑﹁抽象的人
間労働﹂を意味する﹁第五章 第二節﹂と同様の表
現が多く見られるが﹁抽象的人間労働﹂という用語
自身は一度しか使われていない︒したがって︑抽象
的人間労働を単なる論理的抽象とする議論は説得力
に欠ける︒
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的次有用物を形成しているという面では具体的有用
労働として捉えられ︑社会的価値を形成していると
いう面では抽象的人間労働として捉えられる︒そこ
で生産物の価値という場合は︑その生産物を形成し
た労働の具体性を捨象して︑その生産物の生産に必
要な社会的平均労働時間の固まりとして価値が把握
される︒
マルクスが生産物の価値とする場合は︑生産物
の属性としての価値ではない︒生産物に付着し︑対
象化している価値である︒つまり生産物それ自身と
価値は二元的に把握されている︒換言すれば︑生産
物の有用性の連関と︑それを社会関係の中で取引す
る際の基準となる労働違関とは全く次元が異なって
いる︒一方は物だし︑一方は労働が実体である︒だ
から同じ労働が全く別の存在を形成しているのだか
ら︑労働自身を二重化して捉え返す必要があるので
ある︒その意味では単なる論理的抽象ではなく︑価
値を形成する労働は︑価値を形成する限りで実存す
るのだから︑抽象的人間労働も実体的に捉え返され
ている︒つまり全く異なった存在である生産物と価
値とを形成するのだから労働自体が全く異なった性
格において把握されなければならないのだ︒

204

若きマルクスは﹁疎外された労働﹂を問題にし
た︒労働という人間の本質力を顕現させるべき場面
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で︑そこでこそ人間が人間としての本領を発揮し︑
生命の充実を享受すべき場面で︑人間はその生産物
からも︑労働自体からも疎外され︑自己を喪失して
いるとされていた︒だからもし後期のマルクスも自
己疎外論に立っているのなら︑当然︑﹁労働﹂を問
題にする﹁価値増殖過程﹂を取り扱うこの節で労働
の疎外が告発されるべき筈である︒
ところが予想に反してこの節では労働の疎外は扱
われていない︒むしろ﹃資本論﹄では労働それ自体
の疎外状態よりも︑労働からの疎外が問題にされる︒
対象化された労働としての価値が物にとりついて資
本︑特に機械設備等の生産財として物化し︑自己運
動して︑労働自体から乖離して発展し︑自己矛盾を
深めていく事態が疎外なのである 詳(しくは本書第
三章参照 ︒)
﹃資本論﹄が人間疎外の告発とその克服のための
書であれば︑この節で価値形成労働がいかに労働を
疎外するかについての記述が中心的に展開されるべ
きであった︒﹃資本論﹄は疎外論あるいは疎外革命
論ではない︒﹃資本論﹄の主眼は︑労働価値説にも
とづく剰余価値説の確立にある︒資本の自己増殖︑
価値の自己増殖の現象の秘密を曝き︑労働による価

値形成とそれがいかに隠蔽され︑転倒されるかを明
確にしようとしたものである︒

だから︑この節では︑労働の積み上げと︑価値付
加の過程が︑つまり︑過去の労働に現在の労働が一
体化し生産物の価値として保存される過程が描き出
される︒またその中で︑労働力商品の価値と労働力
が形成する価値の差額が剰余価値として形成される
ことが明らかにされる︒

疎外された労働として価値形成労働を展開するな
ら︑次のようになる︒まず単純商品生産でも商品と
して生産される限りでは︑売るために作るのであり︑
具体的有用性は単なる手段にすぎない︑価値として
認められるためには何らかの具体的有用物として現
われなければならたいという意味で︒だから︑物の
具体的有用性は価値という抽象に還元されている︒
それとともに労働の具体的有用性︑具体的な能力の
発現が︑労働時間に還元され︑具体的内容を喪失し
てしまう︒具体的生命発現としての具体的有用物形
成の充実︑楽しみは︑銭勘定のために白けてしまう︒

商品生産は︑対価を得ることだけが目的だから︑
自己の労働の成果が享受されて︑消費主体の生活の
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充実を彩ることに何の喜びも感じない︒ただ︑自已
の生産物が売れさえすればそれでよいのであって︑
その生産物の有用性が本当に消費主体の生活を充実
させるものかどうか︑表面的な欲望に訴えて︑消費
主体の歪んだ社会的欲望にとりこみ︑結局は生活の
充実を損なう結果になりはしないかなどという懸念
を抱く余裕はない︒
だから︑他人の人格は︑自己の価値支配力を大き
くするための手段にすぎない︒労働を通して人々と
結合し︑共同関係を形成するのではなくて︑かえっ
て相互依存関係を相互支配関係として形成するので
ある︒
人間どうしが断絶し合い︑互いに他人として疎遠
に関わり合うからこそ︑経済的関係は生産物を取引
きする形をとらざるを得ない︒そしてこの生産物の
商品交換がその生産の主体︑取引きの主体を分裂︑
対立させるのである︒

は労賃とひきかえに︑労働力の使用そのものが他人
の直接的な指揮︑支配下におかれるのである︒した
がって労働における自己喪失はより直接的になる︒
しかも︑剰余価値は資本家に入手されることにより︑
一部は資本として再投資され︑拡大再生産が進行す
るので︑労働者は自己を支配し︑搾取する存在を︑
自己の生命発現としての労働によってますます強大
化することになる︒

しかも︑労働者が労働者として存在できるのは︑
その労働者を労働力商品として買い上げる資本家が
あればこそである︒ということは資本家から解雇さ
れる可能性が常にあり︑労働において疎外されてい
るのみならず︑労働からも疎外されているのである
副(田満輝﹃マルクス疎外論研究﹄︑文真堂︑では抽
象的人間労働︑価値形成労働が疎外された労働とし
て把握されている ︒)

対象化された労働と生きた労働

労働力が剰余価値の生産を行う価値増植過程では︑
疎外された労働の疎外度はますます深刻になる︒何
ある生産物の価値はその生産に費やされた社会的
故なら単純商品生産ならば︑労働に対する他人の支
に必要な労働時間である︒ではその時間つまり対象
配は︑他人の商品の入手とひきかえに自己の商品が
化された労働時間はどのように計算されるのか︒例
他人の物になるという間接的な形をとったが︑今度
えば︑一軒の家を建てるのに六十日間かかるとする︒
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ることになる︒しかし︑この一体化の根拠は何か ?
マルクスはどの労働も価値形成労働としては同じだ
から︑この同一性によってのみ一体化されるとして
いる ( 頁 ︒)

では︑紡績を行う過程でこの事態について考察し
てみよう︒紡績工が紡錘を動かし︑綿花を投入して
いる過程である︒紡績工の労働は綿花を紡錘に通し
て糸にくり上げることである︒それが為されるため
には︑綿花が糸に成ってくれなければこまるし︑紡
錘がちゃんと働いてくれなければこまる︒もし綿花
の質が悪げればいい綿糸が出来ないし︑紡錘機に問
題があればくず糸が大量に出るだろう︒だから紡績
をするということは︑これら労働手段・対象が期待
どおり作業することと表裏一体である︒

203

マルクスは︑もちろん︑労働対象や手段が生産に
無駄なく役立つことがその価値を保存し︑生きた労
働が加算される前提と見なしている︒ところで︑こ
の無駄なく役立つということは︑それが消費されて
その分だけ消減するということである︒綿花は糸に
なれば綿花ではない︒綿花がないのだからその価値
も既になくなっている︒それでは生産過程では価値
が無くなってしまうことになる︒綿花が綿糸の生産
に役立てば︑その綿花分の価値は綿糸の価値を構成
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その場合︑一目目の労働から六十日目の労働まで︑
どの日も同じように価値を形成し︑六十日目の家の
価値に含まれている筈である︒このような場合は毎
日が同じ様な建築労働なのでわかり易い︒綿糸の場
合は綿糸を直接生産する紡績労働だけでできるわけ
がない︒だから綿糸の価値も紡績労働だけで形成さ
れたのではない︒紡績女工は綿花を原材料にし︑紡
錘機を使って綿糸を生産している︒
だから綿花栽培や砲身中ぐり労働等も︑綿糸の生
産には必要だったことになる︒ということは︑締糸
の価値は︑綿花栽培︑砲身中ぐり︑紡績といった労
働の労働時間が構成するのである︒さてその際に︑
紡績が終って綿糸が出来上った時には︑紡績は現在
完了の労働であり︑他は過去完了の労働ではあるが︑
どれも綿糸の価値を形成する社会的必要労働の一部
である限り︑同じ価値形成的労働であったことにな
る ( 〜 頁 ︒)
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ところで︑紡績という労働現場に注目して事態を
見直すと︑紡績工は労働しているが︑綿花栽培や紡
錘機を作る労働が行われているわけではない︒それ
は綿花や紡錘の中に保存されているのである︒だか
ら生きた現在の労働としての紡績労働は︑対象化さ
れた過去の労働と一体化して︑綿糸の価値を構成す
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いるので︑これが問題点である印象を与えていない︒
だがマルクス自身この展開を充分だと考えてはいな
い︒それが﹁第六章 不変資本と可変資本﹂での価
値移転論となって現われる︒

価値形成の主体について

社会的分業を労働者の労働連関として把握し︑労
働量に比例する生産物の分配を想定して︑それが商
品生産︑商品交換という形をとると考えると︑労働
者の労働だけが価値形成の主体であるという議論が
説得力を持つ︒

だが生産︱流通︱消費の循環を経済サィクルとし
て把握し︑ある生産物が生産されるためには︑他の
生産物が消費され︑労働力も含めて生産物の相互連
関が成立すると考えると︑価値を労働者の労働連関
だけに還元するのは説得力に欠ける︒

マルクスは︑労働者は意識主体であるが︑他の生
産物は意識機能を持たないので労働主体は労働者だ
けだと考えている︒しかし︑商品生産や資本制生産
では︑労働者は機械的な単純作業を繰り返すだけで︑
複雑な目的連関を構成している協業組織や︑それを
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する︒そうでなければ︑綿花を栽培する元手がなく
なってしまい︑それ故︑綿糸の再生産も不可能にな
る︒
さて︑問題の焦点は︑では綿花分の価値は綿花の
役立ちによるのだから︑綿花が形成したと言えるか
どうかである︒紡錘機もその減価償却費分の価値を
糸に自ら対象化したと言えるだろうか︒私は言える
と考えているが︑残念たがらマルクスはそうではな
い︒そんな事を言うのは労働価値説の真向からの否
定であり︑正真正銘の物神崇拝だとマルクスは考え
たのである︒過去の労働が再び生きているのだ︒
労働によって甦らされて︑同じだけ労働するわけ
でもないし︑綿花や紡錘は人間ではないのだから︑
いろいろ役立ちはしても労働をするわけではないと
マルクスは考える︒労働するのはあくまで現在の生
きた労働だけである︒だから︑現在の生きた労働が︑
過去の労働と一体化することによって新しい生産物
の価値の中に保存し︑労働手段や対象を新しい生産
物に形態変化させるのである ( 〜 頁 ︑)
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その際に労働手段・対象が大いに役立つとしても︑
あくまで労働は労働者のみが行ったと︒ただ︑マル
クスはそれを自明のことであるかのように展開して
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物体化した機械以上に意識的主体であるとは言えな
ただそれを人格が私有意識によって自己意識として
い︒労働者が機械によって代替可能であること︑そ
把握し︑自己をあくまで身体に限定しようとするの
の基準は目的意識性とは無関係なコスト計算で決定
で︑生産物は意識性がなく︑労働者だけが意識主体
されることからも労働者の労働だけが生産要素で特
だとされただけである︒
に主体的だとは言えないことがわかる︒
マルクスは価値形成の主体を労働者に限定してい
需要供給等は人間の意識に媒介されるので生産物
るから︑労働力を除く生産財の消費による他の生産
に主体性がないと考えられ勝ちだが︑社会的な需要
物の生産は価値形成作用を一切認めない︒従って労
の主体は直接的な衣食住等の消費財でない限り身体
働力だけが非常に特別な商品として登場する︒
が主体だとは言えない︒
﹁糸や長靴をつくるという労働力の有用な性質は︑
例えばガソリンの需要主体は直接には車であって︑ 資(本家が労働力を買う場合の 一)つの不可欠な条件
車の利用者は自己の間接的な便宜のために車の意識
ではあったが︑それは︑ただ︑価値を形成するため
機能を代行しているのである︒人間は社会的生活を
には労働は有用な形態で支出されなければならない
営み様々な生産物の恩恵のもとで暮している以上︑
からである︒ところが︑決定的なのは︑この商品の
仕事上でも生活上でも生産物の中には欠けている意
独自な使用価値︑すなわち価値の源泉であり︑しか
識機能を補ってその生産物の有用性等を引き出した
もそれ自身もつ価値よりもより大きな価値の源泉だ
り︑保存したりしているわけである︒
という独自な使用価値だった︒これこそ︑資本家が
この商品に期待する独自な役だちなのである︒﹂ (
頁 )
生産物の方でも︑その持前の有用性や価値によっ
て人々を引きつけ︑特定の行動をとらせることによ
って社会の形成に主体的に参加しているわけである︒
だから︑人々の社会的意識も︑決して身体からだけ
規定された単に感覚的︑生理的意識にとどまらず︑
諸生産物の活発な働きかけから生じた意識でもある︒

マルクスは労働力の使用価値の使用が労働だと考
えている︒労働力の具体的有用性が活動すればそれ
は具体的有用活動を行い︑労働力の価値として存在
性格の自己対象化は︑生産物の価値性格を形成する
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抽象的人間労働であるというようには把握していな
いのである︒だからマルクスによれば労働力の使用
価値は︑具体的有用労働も抽象的人間労働も共に行
うことになる︒

るので︑価値が労働するというのは奇異な表現だと
感じられるのだ︒

価値を生産物の他の生産物に対する社会的支配力
として捉え返し︑商品社会を商品自身の価値連関に
よって形成されている社会と考えると︑商品は生産
物自身の歴史的な存在の形式と考えられる︒

この論理では︑有用性と価値が同じ生産物の二属
性なのだから︑それらの形成主体もそれらを形成す
る生産物の有用性と価値として捉え返されることに
なる︒つまり各生産物は自己の消費過程で自己の有
用性を実現して消滅する︒

そこでマルクスは次のように考えた︒具体的有用
労働も抽象的人間労働も同一の労働の二重性にすぎ
ない︒とすれば労働主体まで二重化する必要はない
ことになる︒それに労働力商品の価値と価値産出量
には剰余価値の分だけ差があるわけで︑労働力の価
値が価値産出の主体とは考えにくいと︒
労働の二重性は︑商品の二要因である有用性と価
値の二重性からの推論である︒マルクスの場合は使
用価値と生産物が混同され︑価値を生産物の属性と
みなすことが物神崇拝だとされていたので︑同じ労
働の産物であるにもかかわらず︑具体的有用労働が
つくり出す生産物＝使用価値と抽象的人間労働自身
の固まりである価値は︑同じ生産物の二属性ではな
く︑付着関係にあった︒

一回で消滅するのは流動資本︑何度でも使用でき
るのは固定資本と呼ばれるが︑固定資本も減価し︑
消耗する︒仮に生産財が消費されても何ら生産物と
その有用的性格を産出しなかったとすれば︑その生

とすれば有用性も価値も共に同じ生産物の二属性
として措定できる︒だから具体的有用労働は生産物
の具体的有用性を形成し︑抽象的人間労働は時間に
還元され具体的有用性を捨象された労働として︑生
産物の抽象的な社会的存在性格としての価値形成す
るのである︒

その論理で労働主体も二重化してしまうと︑具体
的有用労働の主体が身体の労働力能なら︑抽象的人
間労働の主体は身体以外の何かとなってしまう︒価
値は身体の存在性格ではないとマルクスは考えてい
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産財は物の役に立たなかったことになる︒それと同
様に生産財は自己の消費過程で有用性と共に価値を
消費する︒

同じ時間に行われる労働者の単純労働と比較可能で
あり︑何倍かの複雑労働として換算される︒
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労働力商品の特殊性について

このように価値生産を価値としての生産物の自己
対象化︑自己確証として捉えた上で︑労働力商品の
特殊性の検討に入るべきなのだ︒労働力商品の価値
も他の商品と同様にその再生産費である︒つまり︑
労働力商品の生産過程は︑日々の生活過程であるが︑
その間に労働者が消費する価値がその再生産費であ
る︒ただし︑労働者は階級として再生産されなけれ
ばならないから︑この中に家族の生活費も含まれる
ことになる ( 〜 頁 ︒)

仮に︑不生産階級が存在せず︑生産も単純再生産
を繰り返すだけなら︑労働者は自分と自分の家族が
消費する価値他分だけ生産すればそれでよいわけで︑
これは一般の他の商品と全く同じである︒ところが︑
実際には労働力商品なのだから︑それを購入する資
本家階級の存在を前提している︒また︑利潤獲得競
争で勝ち抜かなければ資本主義的企業は生存できな
いので︑拡大再生産を断念できないのだ︒
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この自己消費によって消滅した価値と等量の価値
を新生産物の価値として産出しておかなければなら
ない︒でなければ︑そのような生産財の使用は損失
を招くことになる︒
生産財を出来るだけ安く購入して︑それが産出す
る価値との差額を得ようと努力するが︑競争が正常
に機能していればそのような生産財の価格は上昇す
るので︑やはり一般的には生産物は自己の消費過程
で消費したと等量の価値を生産物に対象化するので
ある︒
生産物の価値という存在性格が自己を実証する仕
方として生産による自己対象化があるのである︒流
通過程でも等価交換による価値の実証があるが︑そ
の基準を提供するのは消費＝生産過程での価値対象
化である︒
生産財が行う価値産出も抽象的人間労働に分類す
るなら︑労働時間はいかに計測されるのか︒単位時
間に減価償却される分だけ価値を産出する︒だから︑
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労働力以外は価値消費量と価値産出量は等量であ
る︒不生産階級が消費する価値と拡大再生産に振り
向ける分は労働力商品が産出しておかなければなら
ない︒
労働力以外の商品では︑競争原理によって流通過
程同様に︑価値消費量と価値産出量が等価だから不
変資本と呼ぼれ︑労働力では価値消費量を価値産出
量が上廻るから可変資本と呼ばれる︒しかし︑何故︑
労働力商品の場合だけ︑生じた剰余価値が無くなる
ように労働力商品の価格が上昇しないのか︒それが
労働力商品の特殊性である︒
労働力商品の売り手は労働者であって生産手段を
所有していない︒資本制社会では機械制大工業の時
代だから︑生産手段の価格が非常に高く︑労働者は
働こうとすれば資本家階級に自己の労働力を売り︑
資本家の所有になっている生産手段の許で働くしか
ない︒
ところで労働者が働く目的は生産自体ではない︒
家族と共に生計をたてるためである︒そのために労
賃にありつこうと自己の労働力を売るのである︒そ
こで生計さえたてば労働力を売ることになる︒もち
ろん︑労働者にすればよりよい暮しを望んでいるか

ら︑より高い労賃を要求する︒だが他方資本家はよ
り多い収入を得るために労賃をできる限りねぎろう
と努力する︒

その結果は︑労働者は労賃がなければ生計が立た
ないので︑最低限の生活費の線で妥協を強いられる︒
どれだけ剰余価値を産み出しているか︑どれだけひ
どく搾取されているかは労働者にとってはどうでも
いいことである︒生活さえ保障されればそれでいい
のである︒かくして労働力だけが価値増殖する可変
資本となる︒

価値形成の主体を価値としての生産物の存在性格
だとする私の議論から見れば︑価値の源泉を労働力
の使用価値に求めるマルクスの議論は全く承服でき
ない︒労働力の使用価値は︑労働力の種類だけの多
様性があるのであり︑それは具体的有用労働の種類
及び生産物の種類に対応している︒

他の生産物も多様な種類に岐れるが︑それはその
有用性によってであり︑価値によってではない︒価
値としてはすべての商品としての生産物は︑労働時
間の物化︑物的表現に他ならない︒この価値として
の性格が生産物の消費に際して新生産物の価値を形
成するのである︒
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大工の建築技能は家を建てるし︑染物師の染色技
できない︒だから交換過程で共通の第三者として位
能は色を染め︑農民の栽培能力は米を栽培する︒だ
置づけられるのみで︑生産過程では︑使用価値が価
から労働力の使用価値は価値の源泉ではない︒それ
値を生むという背理に陥る︒
は生産物とその有用性を産むだけである︒
価値はあくまで物の属性であり︑社会的な力であ
る︒それは交換過程では︑交換力として現われるが︑
労働力の価値が価値を産出するというと奇異な表
その根拠は生産過程及び消費過程で自己の価値消費
現に受けとられ易い︒というのは労働力の価値とい
分だけ価値を対象化する価値産出力にある︒この発
えば剰余労働時間に対する必要労働時間のことであ
現が︑価値形成的労働なのである︒労働力商品は価
り︑労働力を再生産するに必要な物資の価値量のこ
値産出力が︑交換価値の根拠にならないところに特
とであるかに受けとられるからである︒
殊性がある︒労働力商品の再生産費が価値産出力を
﹁労働力の価値﹂には二つの意味がある︒労働力
下廻るからである︒
の再生産費と︑もう一つは労働力の価値産出能力で
一般の商品は社会的需要が一定ならば︑その再生
ある︒労働力の価値は流通過程では労働力の再生産
産費で交換される︒そのため再生産費と等量の価値
費であるが︑生産過程では価値産出能力として機能
産出力を持つ必要がある︒マルクス物神性論では︑
する︒残念なことに生産過程に入る前に労働力は売
価値は生産物の持つ力ではないから︑生産物とは別
られてしまっているから︑価値産出能力としての価
値が発揮した真価はすべて資本家にからめ取られる︒ に存在する労働それ自身のガレルテとして外的に生
産物を規制することになる︒経済関係がもっぱら労
働それ自体の社会関係として︑それに対する搾取関
係として把握され︑社会的な生産物相互の消費︑流
通︑再生産構造として把握し切れていない︒価値が
物と労働の抽象的区別の止揚であることに気づいて
いないからである︒
実体的には価値は抽象的人間労働の凝結であるが︑
価値の意味は物の交換力であり︑社会的な支配力で
ある︒マルクスは主体的に身体の活動にこれを取り
戻したために︑価値の元の意味をあいまいにした︒
価値が抽象的人間労働のかたまりでできているとい
うだけでは︑価値がいかなる役割を果す機能か展開
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第三節 価値移転論再考

い︒図のように新生産物の価値が百十時間分であれ
ぼ︑残りの百時間分は不変資本に当たる労働対象・
手段の価値に等しい︒
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第六章﹁不変資本と可変資本﹂の課題

﹁第五章︑労働過程と価値増殖過程﹂の次は﹁第
不変資本
可変資本
六章︑不変資本と可変資本﹂になっている︒不変資
原材料・燃料機械等の価値
＋ 生きた労働
本と可変資本の規定は︑内容上は﹁第五章 第二節︑
価値増殖過程﹂で既に与えられている︒労働者が生
←
産過程で可変資本としていかに搾取されているかと
いう議論が︑第六章の眼目でもない︒一見したとこ
新生産物の価値
ろ価値移成過程論が再開されている︒つまり第五章
の補遺とも言える︒一体︑第五章に何が欠げていた
では不変資本分が自己の価値を生産過程で対象化
のか︒
したのか︒マルクスは決してそうは考えない︒生き
た労働が過去の労働を甦らせて合体したと考えるの
第五章では不変資本に当たる労働対象・手段の価
だ︒
値は対象化された過去の労働の固まりとして捉え返
され︑それに生きた労働が加わると抽象的人間労働
しかし︑それは同時に甦った労働が自己を新生産
としての同一性に基づいて合体され︑労働過程で造
物に対象化したことにはならないか︒第五章ではそ
られた新生産物の価値を形成することになっていた︒
の点の詰めが甘いとマルクスは感じたと思われる︒
マルクスはあくまで労働主体である労働者のみが労
働する事に固執し︑労働対象・手段が労働するよう
に受け取られることを拒否しようとしている︒だか
ら労働対象・手段の価値は労働主体である労働者が
ところで新生産物の価値は︑生きた労働が十時間
の社会的必要労働時間であったとすると︑十時間分
の価値は生きた労働の成果である︒これは問題がな
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いかに価値移転するか

第五章では生産手段の価値は︑生きた労働の抽象
的人間労働としての同一性によって合体させられ新
生産物の価値に含められた︒だから︑価値移転論で
も価値に係わりうるのは抽象的人間労働であって︑
具体的有用労働ではないように思われる︒だから価
値移転も当然抽象的人間労働の役割と思いきや︑マ
ルクスはこれを具体的有用労働の役割としているの
である︒そして第六章では価値移転を行うのが具体
的有用労働の役割だということが大変重視されてい
る︒

﹁労働対象に新たな価値をつけ加えることと︑生
産物のなかに元の価値を保存することとは︑労働者
が同じ時間にはただ一度しか労働しないのに同じ時
間に生みだす二つの全く違う結果なのだから︑この
ような結果の二面性は明らかに︑ただ彼の労働その
ものの二面性だけから説明のできるものである︒同
じ時点に︑彼の労働は︑一方の属性では価値を創造
し︑他方の属性では価値を保存または移転しなけれ
ばならないのである︒﹂ ( 頁 ︒)
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移転するとするのである︒どのように移転するのか︑
その検討が第六章の課題である︒
労働対象・手段の価値は過去に対象化された労働
であるから︑それらがその価値分を対象化しても過
去の労働の成果であり︑労働価値説には少しも支障
がないと考えることはマルクスにはできない︒なぜ
ならたとえ過去の対象化された労働の成果であって
も︑労働対象・手段は労働者がそれらを使って労働
する媒介・対象にすぎず︑それらと共に労働する共
同の主体ではないというのがマルクスの労働者の立
場に立った労働価値説の特色であるからだ︒
労働者の価値形成主体としての役割をあいまいに
し︑労働対象・手段も価値形成主体として認めるこ
とは︑結局は人間労働に価値の源泉を求め︑価値を
形成し︑富を形成している唯一の主体である労働者
階級が自らの労働の成果を搾取されることなく獲得
すべきだという科学的社会主義の立場に抵触するか
に考えたのである︒その上︑労働対象・手段も価値
を形成するという立場は︑結局︑物である労働対象・
手段が人間労働をすることになるので全くの擬人的
倒錯であり︑物神崇拝であるとマルクスは考えてい
たのだ︒
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ここでマルクスは過去の労働が生産物の価値に含
まれるためには︑社会的必要労働時間として認めら
れなければならず︑そのためには︑使用価値として
もきちんと仕上っていなければならず︑生産手段が
合目的的に有効に消費されて生産物に変化していな
ければならない︒それをするのは具体的有用労働だ
と主張している︒
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しかし︑生産手段を生産物に変えることと︑生産
手段の価値を生産物に移転して保存することは別問
題であるという日高晋の批判がある 日(高晋﹃経済原
論﹄ 〜 頁︑時潮社︑一九六四年版参照 ︒)日高
は価値という抽象的な次元に関わり得るのは抽象的
人間労働のみであって︑具体的有用労働は生産物の
創造のみに関わるという本来の商品論でのマルクス
自身の論理に忠実である︒植村高久も生産手段の合
目的的消費は価値移転の条件ではあっても価値移転
ではないとしている 植(村高久﹁第四章 生きた労働
と過去の労働︱﹁価値移転﹂をめぐってー﹂︿﹃価
値論の新展開﹄社会評論社︑一九八四年所収﹀ ︒)

70

このマルクスの論法は振り分け論と呼ばれている︒ れる労働の特殊な有用的性格︑その独自な生産的形
態によってである︒﹂ ( 頁 )
価値創造＝価値付加は抽象的人間労働なので︑価値
保存・移転は具体的有用労働の役目だというのであ
る︒しかし︑どのように具体的有用労働が価値を移
転するのかという説明がなければ︑説得力はない︒
それに価値保存に関しては生きた労働との一体化
という形で︑抽象的人間労働としての同一性を根拠
に第五章で展開済みなのである︒それ故︑価値移転
を価値保存と混同すると︑それを抽象的人間労働の
役目と考えた方が理解し易い こ(の観点からのマル
クス批判としては︑西口直次郎﹃﹁価値移転・保存
と価値創造﹂再考﹄︿大阪市大﹃経済学雑誌﹄第
巻 第３号﹀参照 ︒)
﹁ある使用価値が新たな使用価値の生産のために
合目的的に消費されるかぎり︑消費された使用価値
の生産に必要な労働時間は︑新たな使用価値の生産
に必要な労働時間の一部分を成しており︑したがっ
て︑それは︑消費された生産手段から新たな生産物
に移される労働時間である︒だから︑労働者が消費
された生産手段の価値を保存し︑またはそれを価値
成分として生産物に移すのは︑彼が労働一般をつけ
加えるということによってでなく︑このつけ加えら
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マルクスは︑ここで価値移転とは何かを分り易く
説明しているつもりである︒﹁価値は使用価値のう
ちにしかない︒﹂という表現は物の属性として価値
を捉えるのは物神崇拝だとするマルクスの立場と一
見矛盾するが︑抽象的人間労働の膠質物としての価
値が物＝使用価値に付着していることを表現してい
ると解す他ない︒

だから︑付着する対象である使用価値 ＝(生産物 )
がなくなればその価値もなくなる︒しかし生産手段
の場合は︑元々︑生産物に姿を変えるための物であ
るから︑価値を使用価値がなくなったからといって︑
なくすわけにはいかない︒

価値としては身許が確かであればどの使用価値
＝(生産物 に)付着してもよいのだ︒だから生産手段が
生産物に姿を変えることによって︑価値は生産物に
移転させられたのである︒生産手段の生産物への変
化過程は労働過程であって︑価値形成過程ではない
から︑価値移転の役目を果す労働は︑具体的有用労
働しかありえないのである︒

﹁価値移転﹂が前提しているのは︑価値が生産物
から生産物へと移っていくことができるということ︑
すなわち︑価値と生産物の可分離性︵離れることが
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たしかにこれらの批判は当然の批判であるが︑だ
から抽象的人間労働に価値移転の役目をさせたり
日(高・西口説 ︑)価値移転論を排却して事足れりとい
うわけにはいかない︒マルクス自身の真意をよく理
解した上で︑批判し︑労働価値説の再構成をはかる
べきである︒
﹁価値は︑価値章標での単に象徴的なその表示を
別とすれば︑ある使用価値︑ある物のうちにしか存
在しない︒だから使用価値がなくなってしまえば︑
価値もなくなってしまう︒生産手段は︑その使用価
値を失うのと同時にその価値をも失うのではない︒
というのは︑生産手段が労働過程を通ってその使用
価値の元の姿を失うのは︑じつは︑ただ生産物にお
いて別の使用価値の姿を得るためでしかないからで
ある︒しかし︑価値にとっては︑なんらかの使用価
値のうちに存在するということは重要であるが︑ど
んな使用価値のうちに存在するかは︑商品の変態が
示しているように︑どうでもよいのである︒このこ
とからも明らかなように︑労働過程で価値が生産手
段から生産物に移るのは︑ただ︑生産手段がその独
立の使用価値といっしょにその交換価値をも失うか
ぎりでのことである︒生産手段は︑ただ生産手段と
して失う価値を生産物に引き渡すだけである︒﹂ (
頁 )
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できるということ︶であり︑そのための付着関係で
ある︒

植村のマルクス批判は︑マルクスの投下労働価値
説にもとづく実体主義的な価値把握をあくまで叙述
の便法だと見事に推理した廣松渉の﹃資本論の哲学﹄
よりも一歩進んでいる︒マルクス自身に内在する実
体主義的傾向を認めた上でそれを斥けようとするの
だから︒

会的連関についての機能的な概念にすぎないから︑
実体的に説明するのは倒錯なのだということになる︒

生産手段が社会関係の中で担う価値が︑新しい生
産物が担う価値に受け継がれるとしても︑価値を︑
︹労働の社会関係を物で表示する記号︺と考えれば︑
実体的に移転していると考える必要はない︒実際︑
マルクス価値形態論をソシュールの記号学で解読し

植村が批判しているのは︑労働過程で価値移転が
行われていると予めマルクスが前提していることで
ある︒マルクスは機能的な概念にすぎない価値を実
体的に物に付着して︑物から物に乗り移るかに取り
扱っている︒したがってマルクスの論理は倒錯して
いるというのである︒

価値移転論とマルクス物神性論

使用価値 ＝(生産物 の)変更は価値移転の条件であ
っても︑価値移転それ自体は労働の社会連関を示し
ており︑抽象的人間労働の領域ではないかという批
判に対しては︑マルクスは︑価値が付着している土
台を変えれぼ︑価値はそれだけで移転していると反
論するだろう︒
条件でしかないという議論では︑土台が変ってか
ら移転が生じることになる︒だから︑この主張をす
る植村は︑﹁価値移転﹂を実際に起っている過程と
は見なしていないのである︒不変資本の価値分が生
産物の価値分に入っていることになるという価値連
関の倒錯的な説明の仕方として批判するのである︒
植村の論法では︑労働過程で具体的有用労働が価
値を移している現象がみられるわけではないし︑労
働過程やその捉え返しとしての価値形成過程の中に
抽象的人間労働が実際にあるわけではない つ(まり
論理的抽象にすぎない ︒)だから価値移転という現実
はどこにもない︒マルクスは価値を実体的なものと
してこの過程を説明したので︑価値が引っ越すよう
な表現になってしまったのだ︒価値自身が労働の社

72

ようという試みもなされている 斎(藤目出治﹁価値実
体論と価値抽象︵１︶︵２︶マルクス商品論の表象
学的読み方﹂﹁名大経済学部経済科学 ー２︑ ー
２﹂一九七六︑一九七七所収 ︒)しかし︑そうすると
マルクスの実体主義的な叙述をすべて比喩と読み直
すことになる︒そこからマルクス主義経済学の新展
開が期待できるかもしれないが︑それはあくまで解
釈者自身の理論展開にとどまる︒そうするにはあま
りにマルクスの叙述に実体主義的なものが多すぎる
のではあるまいか︒廣松は︑投下労働価値説は叙述
の便法にすぎぬと断言したが︑投下労働価値説で一
貫していると充分読み取れる程︑いわゆる﹁実体主
義的﹂叙述は多いのである︒
24

植村はその点︑マルクスのいわゆる実体主義的傾
向を認めて批判しているので︑マルクス自身が実体

廣松は︑投下労働価値説と物神性論の矛盾を慧眼
にも見抜いた︒そして︑物神性論を賞場する立場か
ら投下労働価値説を斥けるわけである︒だが︑廣松
にとっての矛盾はマルクスにとっては矛盾ではなか
ったのではないか︒マルクスの物神性論は︑廣松の
物神性論とは相当ずれていて︑投下労働価値説と妥
協しうる性格のものではなかったか︑否むしろ両者
は相補的なのではないか︒

23

主義的倒錯に陥っていることを指摘している︒それ
では︑植村は﹁社会的必要労働時間﹂をマルクスが
投下労働価値説に基づいて把握していたと考えるの
かどうかが問題になる︒

マルクス自身は︑価値を私的労働の社会関係と把
握した上で︑その関係自体が客観的な自然法則のよ
うに自律的に運動し︑発展するものとして捉え返す
ためには︑物にとりついて︑自己運動する実体的︵形
而上学的な意味ではないが︶存在として捉えたので
ある︒

﹁関係﹂だから﹁実体﹂でないというのではなく︑
﹁関係﹂を実体的に把握しているのだ︒だから﹃資
本論﹄では︑物と関係が︑たとえば使用価値と価値
が二元的に対置され︑関係させられている︒

社会的必要労働時間が価値を規定するという場合︑
これが現在完了の物に投下された労働時間のことな
のか︑それともこれから投下する際に必要な労働時
間のことなのかで全く事情が違う︒

マルクスはたしかに労働時間を孤立した︑絶対的
な時間ではなく︑労働連関の中で相対化して把握し
ているが︑だからといって︑主観的或いは共同主観
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あって︑物と物の関係ではないとマルクスは主張す
る︒その際︑マルクスは価値関係が物的関係でない
ことを自然科学的な物理的︑化学的︑生物的関係で
ないことによって理由づけている ( 〜 頁 ︒)つま
り︑マルクスは物と物が社会関係を主体的に取り結
ぶことはありえないから︑社会関係が物的関係とし
て現われても︑それはその背後に隠されている人間
関係として把握し直すべきであり︑それがどのよう
な機制で物に投映し︑物自身の関係であるかに倒錯
させたのかを間題にすべきだと考えていたのである︒

このような物神崇拝に陥る原因は生産物＝使用価
値を形成する労働と︑価値を形成する労働を区別で
きていないからである︒いかに労働一般が価値を形
成すると把握しても︑それを生産物＝使用価値を形
成する労働一般から区別できていない以上︑価値を
生産物の属性と見なす物神崇拝に陥るのは必定であ

労働は生産物に自己を実現する︒労働は生産物に
対象化される︒具体的有用労働は具体的有用性を持
った生産物に成る︒これと同様の論理で労働時間の
対象化を考えると生産物自身が労働時間のかたまり
として価値と見なされ︑かくして価値は物と物の関
係︑物の属性と見なされる︒マルクスはこのような
見方が物神崇拝に陥っているというのである︒
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的に位置づけているわけではない︒やはり抽象的人
間労働の膠質物︵ガレルテ︶として客観的実在と捉
え返しているわけである︒
労働連関は労働者の社会的分業として把握すると︑
あくまで現在のこれからの労働の連関と思い込まれ
勝ちだが︑商品社会で生産物に対象化された価値と
して現われるのであるから︑既に投下され︑生産物
の価値対象性となっている現在完了の労働時間でな
ければならない︒もちろんマルクスは価値が対象化
された過去の労働の固まりであるとして︑価値増殖
過程論︑価値移転論を展開し︑それと生きた労働と
の連関を問題にしているのである︒
もちろん過去の労働連関が現在存在するためには︑
それによって創出された生産物の社会的連関という
形をとらなければならない︒仮にその労働生産物が
社会的需要に対して過不足なく作られているとすれ
ば︑市場での交換に際して︑それぞれの生産物の産
出に要した時間が評価されなければ︑次の再生産に
支障をきたすことになる︒そこで一応労働時聞が価
値として価格の基準となるわけである︒
価値は交換比として物と物の関係として表現され
るものの︑実は労働時間の割合を表現しているので
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る︒かくして︑マルクスは価値を抽象的人間労働の
膠質物として把握し︑生産物と区別しながらも︑生
産物に価値対象性を与えるところの生産物に付着す
る労働の社会的関係として︑いわば実体的に把握し
たのである︒
かくのごとくマルクスの立場を解すれば︑投下労
働価値説は抽象的人間労働の膠質物という理解にも
とづいて貫徹されるし︑同時に物神性論も価値を抽
象的人間労働それ自体の凝固として物から区別して
いるし︑物に付着していることから物それ自体の性
質 (Eigenschaft
︶と誤解される機制も説明できるので
ある︒
この価値の生産物に対する付着は︑離れることが
できなければ付着ではなく属性に転化してしまうか
ら︑分離︑移転が展開されることになる︒それが一
つは流通における価値変態であり︑もう一つは生産
における価値移転である︒Ｗ︱Ｇ︱Ｗ︑Ｇ︱Ｗ︱Ｇ
等の価値変態は︑交換によって手持の価値は同じな
のに︑商品が貨幣に変ったり︑貨幣が商品に変った
りする︒つまり手許で価値が商品 ¯貨幣間で往来し
ているわけである︒価値のガレルテ 膠( と)しての把握
なしには価値変態論は理解できない︒

特に価値移転論は︑価値の生産手段との可分離性
という面と︑価値移転の役割を労働者の具体的有用
労働に求めるという面で二重の物神性批判になって
いる︒しかも投下労働価値説はマルクス物神性論に
支えられることによって労働者の労働力の使用だけ
が労働であるという観点を貫いている︒

価値移転論批判と︿人間観の転換﹀

労働力が具体的有用労働をするといっても︑労働
過程で労働力が果す役割は︑いかに不可欠で決定的
な重要性を持っていようとも︑所詮︑部分的なもの
にすぎない︒マルクスは︑人間が労働するというこ
とを労働者が身体を動かして対象に働きかけること
と同一視したため︑生産手段の果たす社会的機能を
素直に認めることすら物神崇拝と考えてしまったの
である︒

実際︑綿糸をつくる紡績という労働過程をとって
みても︑それは単に労働者が綿花を原料に紡錘を使
って綿糸を製造する過程に還元できない︒それは同
時に綿花が紡錘を通って綿糸に成る過程でもあるし︑
紡錘が労働者や燃料エネルギーに助けられて︑綿花
を綿糸に変化させる過程でもある︒それらの過程は
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一体であるが︑それは決して︑労働者の主体性に一
元化して済むわけではない︒むしろ︑労働者の身体
力に還元できないこと︑自然との協働であるところ
に人間労働の特長がある︒
他の動物の獲得行動も環境を巧みに利用するが︑
動物は環境世界と未分化であるから︑他者としての
自然物の利用を対象化できない︒それに対して︑人
間は生産手段や生産物を他者として意識し︑対象化
することによって︑その諸性質を概念把握し︑目的
意識的に活用することができるのである︒そのこと
によって最小限の身体の物理的︑化学的労力の消費
により︑生産手段に最大限の仕事をさせて︑生産物
を獲得する技術が発達する︒これが文明的な意味で
の労働である︒
ところで︑その成果を享受するのは︑生産手段で
はなく︑人間の方だと考えると︑機械など生産手段
には全く主体性がないと思い込まれ︑生産手段の働
きであることが忘れられている︒しかし︑生産 流.通 .
消費の循環は︑循環自体に人間の経済生活の全体が
あるのであって︑主観的には消費が目的であっても︑
客観的には︑消費は生産や流通のために存在してお
り︑消費自体が生産でもある︒そして消費の主体も
それによって再生産される他の生産物と解されるべ

きで︑消費者として人格化される場合︑消費者の意
識自体がこの経済循環によって結局は規制されて生
じているのである︒

人間は衣食住にまつわる消費財を生産するために︑
生産に必要な工場を建て︑機械や原材料を購入し︑
流通機構を整備しなければならない︒生産財の生産
に関しても消費財生産を上回るような巨大な生産機
構が必要である︒そうなると今度は︑その巨大な生
産機構を維持するために︑大量の商品を流通︑消費
させる必要が生じ︑欲望自身が生産されることにな
る︒そしてその面が強調されると機械文明による人
間疎外とか︑物質文明の精神文明に対する優位とか
いうように︑人間と機械を対立図式にした現代文明
論が展開される︒

よく機械はあくまで人間の手段であるべきなのに︑
人間が機械に使われ︑機械が人間の主人︑目的とな
り︑人間が機械の奴隷︑手段になり下がっていると
いう文明批判が叫ばれる︒しかし︑それは︑元々︑
主観的な人間＝主人︑機械＝手段の目的論で発想し
ているからである︒客観的な人間的自然の経済循環
からは身体も機械もそれ自体︑目的であると同時に
手段でもある︒
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生産の種類や工程によっては︑労働者の比重が機
械より大きかったり︑小さかったりするのであり︑
労働者の具体的有用労働だけが生産手段の価値を移
転するわけではない︒生産の工程で労働者の労働の
役割は部分的なものにすぎないということである︒

それに価値が生産物に付着しているという想定が
なければ価値移転は不可能で︑この想定自身二元論
に陥っている︒第一章で詳論したように︑私の考え
では︑生産物の抽象的な存在性格︑社会的な物的支
配力が価値なのであり︑それは物と労働︑物と人間
の抽象的区別の止揚なのである︒

係とは見なさないのであるから︑物が労働過程や価
値形成過程で積極的主体的役割を果すことを否認せ
ざるを得ないのである︒

しかし︑他方で︑生産は人間が物の力によって行
うのであるから︑マルクス自身生産手段を身体の延
長︑非有機的身体として主体にとり込み︑その積極
的役割を認め︑自然力を人間力として措定するのだ︒
だから人間と物の抽象的区別の止揚に踏み出してい
る︒ところが労働における主体性を意識主体として
の労働者に還元することによって︑一転︑生産手段
を手段として固定して主体から切り離し︑その主体
性を剥奪してしまったのである︒

だから生産物の消費と共に価値は消費され︑それ
これに対してわれわれは︑若きマルクスの人間的
によって新たな生産物が産出される︒その際︑当然︑
自然の思想を貫徹し︑人間存在を非有機的身体であ
法則的には生産手段は消費しただけの価値を生産物
る生産物にまで拡大して︑その中での相互連関を経
に対象化しなければならないのであって︑それがで
済的関係として把握すべきではなかろうか︒
きなければ生産手段として失格するのである︒だか
だから︑人間的自然を構成する主体としての人間
ら全くマルクスが説くような︑価値移転という仮定
体を単なる身体に限定しないで広義の生産物 生(産
は必要ではないのである︒
手段も身体も含む と)捉えるべきなのだ︒それらが互
生産物の属性として価値を把握することを拒否し︑ いに需要し合い︑流通し合い︑生産＝消費し合って
生産物の社会関係として商品の価値関係を捉えよう
社会を形成している︒その中から︑それに規定され
としないマルクスは︑労働の社会関係を物の社会関
て意識が生じるのである︒
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だからマルクスが物を人間のごとく価値を持ち︑
価値を産出する主体として現われていると認識しよ
うとしたことは正しい︒しかし︑マルクスはそこに
人と物の統一︑抽象的区別の止揚を認めるのではな
く︑かえって人と物の混同︑物の擬人的倒錯に陥っ
ているのに気づいたのである︒
しかし︑元々︑人間は他の動物と同様︑身体とし
てだけ人間であったのではなく︑環境世界全体の在
り様が人間なのである︒もし︑身体としての人間に
限定すれば︑生産手段のはたらきを人間のはたらき
と見なすことはできなくなる︒鉄分を吸いよせるの
は磁石の磁力であっても︑磁石で鉄分を吸いよせる
のは人間の力でもある︒われわれは人間の労働連関
にある限りで︑磁石のはたらきも人間自身の営為と
して把握しているのである︒しかし︑それは決して︑
人間と物の混同とか︑擬人的倒錯ではなく︑むしろ
人間存在を身体に限定すべきでないことを意味して
いるのである︒

第四節 特別剰余価値の源泉問題

相対的剰余価値の概念

マルクスは労働価値説を首尾一貫させ︑最終的に
価値移転論で︑不変資本を構成する生産要素は︑価
値を産み出しもしなければ︑自分で自分の価値を移
転させることもできないことを確認した︒労働者の
労働だけが全価値の源泉であると押えたのである︒

その上に立って︑剰余価値率を論じている︒だか
ら︑剰余価値率を扱う際には︑不変資本に目を向け
る必要はなくなっている︒ただ可変資本だけを問題
にすればよい︒そこで剰余価値は 労<働者の生きた労
働時間マイナス労働力再生産に必要な労働時間 で>
ある︒労賃は後者を基準に支払われる︒だから剰余
労働時間の必要労働時間に対する割合︑言い換えれ
ば剰余価値の労賃に対する割合が剰余価値率である︒
これは搾取率とも呼ばれる︒

剰余価値率がプラスでなければ資本は価値を増殖
できない︒だからこのような価値を増殖する労働過
程と価値形成過程の統一としての商品の生産過程を
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界がある︒そのうえ体力的にも限界があって︑連日
の長時間労働はかえって非能率である︒

もう一つのやり方は︑一労働日の中に占める必要
労働時間の割合を少なくすることである︒これは労
働力の価値を減少させることによって実現するしか
ない︒労働力の価値は労働者家族の生活費によって
決まるので︑生活手段の価値を減少させることによ
って可能になる︒つまり︑生活手段に関わる消費物
資の生産の生産性を向上させるのに直接︑間接に役
立つことはすべてこのやり方に含まれる︒これを相
対的剰余価値の生産という ( 〜 頁 ︒)
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ところで生活関連物資の生産性の向上は︑あくま
で資本間の競争を勝ち抜くために行われるものであ
る︒だから個別資本家としては︑相対的剰余価値の
生産を意図的に行っているわけではない︒資本間で
の競争に勝つためには価格を引き下げなければなら
ない︒そのためにコスト逓減をめぐる競争が行われ
る︒各資本間で競争によって同水準の生産性を持つ
と仮定しうるが︑それはあくまで平準化傾向を意味
するにすぎず︑実際には多少の格差が存在するし︑
各資本とも競争相手を出し抜いて例外的に高い生産
力を得ようとしのぎを削っている︒

79
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含まなけれぱ資本は資本として自己展開で
きない︒資本とは自己増殖する価値であるか
ら︒
たとえ利子生み資本が︒利子が利子を生む
形で自己増殖を遂げていくように見えても︑
そのことが可能なのは︑その背後に労働者の
労働に対する搾取が存在するからに他なら
ない︒資本は生産過程での剰余価値の生産に
基づいて増殖するものであるにもかかわら
ず︑流通過程で資本そのものに備わっている
本性で自己増殖するかに見える性格をマル
クスは資本の物神性として特に利子生み資
本の検討の際とり上げている 第(三部︑第二十
四章参照 〜 頁 ︒)
412

マルクスの場合︑予め︑労働者の労働のみ
が価値を産出するという枠組をつくり上げ
てしまっているから︑剰余価値の源泉をどんな場合
もそこから説明せざるを得ない︒剰余価値をより多
くつくり出させる方法として︑まず労働日の延長が
あげられる︒必要労働時問が一定ならば︑それに対
する剰余労働時間の割合を長くすれぼ︑剰余価値率
＝(搾取率 は)よくなるわけで︑これを絶対的剰余価値
の生産という︒しかし︑このやり方には時間的な限

404

この競争に勝って︑とび抜けて高い生産力を得た
資本は︑その資本の生産物の個別的価値を︑その高
い生産力を得るためのコストを含んでもなお︑他の
諸資本の生産物の社会的平均の価値よりも低くする
ことになる︒そこで社会的価値かその少し下で売る
ことが︑差額を資本の収入にする︒この差をマルク
スは特別剰余価値と名付けている ( 〜 頁 ︒)

相対的剰余価値の生産

第⒔章

第⒓章

第⒒章

機械と大工業

分業とマニュファクチュア

協業

生産過程で強められた労働

マルクス経済学界の内部で︑この特別剰余価値の
源泉が問題になっている︒社会的価値と個別的価値
の差としての特別剰余価値を産出したのはだれでど
のようにしてかが重要な問題なのである︒なぜなら
生産性の向上によって個別的価値が低下しているに
もかかわらず︑社会的価値は低下しないのだから︑
その分の価値を一体だれが形成したのかが解明され
なければ︑労働価値説が根底的に問い直されること
になる︒マルクスの場合は︑あくまで労働者の労働
が価値形成の主体なのだから︑機械にその主体を求
めることは絶対的に拒否しているのである︒

﹁生産力が二倍になれば﹂﹁一個分の生産手段に
は︑今度は︑以前のようにまる一労働時間ではなく︑
たった半労働時間しか付加されない︒この商品の個
別的価値はいまやその社会的価値よりも低い︒すな
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この例外的な生産力は︑それが例外的である間は
莫大な利益をもたらすが︑それだけに普及するまで
の過渡的なものである︒やがて普及してしまえば特
別剰余価値もなくなる︒とはいえ︑普及後でも︑上
昇した生産力によって生活関連物資のコストが下が
り︑労働力の価値が低下する︒その結果︑相対的剰
余価値の生産が進展する ( 〜 頁 ︒)
340

マルクスは︑特別剰余価値を得るための生産力上
昇の資本間競争が︑またそれによる相対的剰余価値
の生産が︑資本主義経済の発達に果たす決定的重要
性を認めている︒それは﹃資本論︑第一巻四篇﹄の
章建てから充分に窺える︒
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章 相対的剰余価値の概念

第四篇
第

10

わち︑この商品には︑社会的平均的条件のもとで生
産される同種の商品の大群に比べて︑より少ない労
働時間が費やされている︒﹂
﹁しかし︑商品の現実の価値は︑その個別的価値で
はなく︑その社会的価値である︒すなわち︑この現
実の価値は︑個々の場合にその商品に生産者が実際
に費やす労働時間によってではなく︑その商品に社
会的に必要な労働時間によって計られる︒だから︑
新しい方法を用いる資本家が彼の商品を一シリング
という社会的価値で売れば︑彼はそれをその個別的
価値よりも三ペンス高く売ることにたり︑こうして︑
三ペンスの特別剰余価値を実現する︒﹂ ( 頁 )
マルクスはこの引用では︑生産力が個別的に変化
しても︑社会全体にとってごく一部にすぎず︑従っ
て社会的価値に変化がなければ︑個別的価値と社会
的価値の乖離分が特別剰余価値になるとしている︒
要するに︑一物一価の法則に従って︑同種同品質の
商品は同一価値を持つのであり︑その生産に社会的
に必要た労働時間が価値なのである︒
そこでこのより少なくなった労働時間がもとの労
働時間と同時間として評価されるという面に着目し
て︑
﹁特別剰余価値の実体は︑価値規定によって﹃強め

られた労働﹄として評価・擬制された例外的な生産
力を持つ社会的な平均労働の剰余労働であ﹂る 小(川
昭﹁特別剰余価値の実体について﹂︿国学院大﹁経
済論集 11
﹂﹀ と)いう解釈が最近有力なようである︒

つまり︑生産過程で労働は強められるのではなく
て︑流通を介してより強い労働として通用すると解
するのである︒これは労働価値説の機能的解釈に連
なる︒流通過程の媒介なしに生産過程はありえない︒
だから個別的価値が社会的価値として評価し直され
るのは市場を媒介にしてである︒個別的労働時間が
総労働時間に総計されて個数で割られて一個ずつの
社会的必要労働時間として通用するにはたしかに市
場が必要である︒

しかし︑投下労働価値説としては流通過程で評価
される交換比によって示される労働時間の比は︑投
下凝結した労働時間の比であるから︑マルクスは交
換比という形で社会的必要労働時間に換算される根
拠をあくまで商品の生産過程に求めていたことにな
る︒

つまり投下凝結という事態では労働量として労働
時間が蓄積しているのであり︑そこでは密度の薄い

81
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労働は同時間に少ししか凝結せず︑密度の濃い労働
い価値をつくり出す︒﹂ ( 頁 ︒)この表現から強め
は多く凝結するのである︒こうして凝結自体が複雑
られた労働を複雑労働と解する説も存在する 白(杉
労働の単純労働への還元を含み︑社会的必要労働時
圧一郎﹃独占理論の研究﹄ミネルヴァ書房︑一九六
間が価値となる生産過程における根拠を含んでいる︒ 一年︑姫野教善﹁弱められた労働と相対的剰余価値
と複雑労働との理論的関連の問題﹂北九州大﹃商経
論集﹄第十二巻四号︑一九七七年 ︒)

マルクスは第一篇︑第一章﹁商品﹂で
﹁より複雑な労働は︑
ただ数乗化された potenzierte
︑
あるいはむしろ数倍化された単純な労働として通用
するだけであり︑それで︑より小さな量の複雑労働
がより大きい量の単純労働に等しい︒﹂ ( 頁 )
としている︒だから︑例外的な生産力を持つ労働と
は数乗化された︑強められた労働としての複雑労働
のことであると解釈されることになる︒

商品論における複雑労働は︑同一価値量を形成す
る労働量は同量であるという立場から労働能率を比
較したものである︒商品論レベルで生産手段の優劣
は捨象され︑競争によって同一レベルと仮定された
上で︑労働者の労働の価値生産性が問題にされたわ
けである︒今や具体的に生産手段を使った労働の価
値生産性が問題になる︒

59

そして︑この生産過程における抽象的人間労働の
価値形成がいかに流通過程によって︑交換によって
媒介されているとしても︑生産過程を主題的にとり
上げている限りでは︑この流通過程からの媒介面は
一応捨象されるのである︒
流通過程からは商品の価値はあくまで機能的にの
み把握されうるにすぎない︒これに対して生産過程
では︑流通過程で等しいと置かれる根拠を実体的に
与えなければならない︒だから半労働時間が一労働
時間に流通過程で評価されたならば︑それは生産過
程で強められた労働と解されなければならないので
ある︒

労働の複雑化と強められた労働
﹁例外的な生産力をもつ労働は︑強められた︵数
︶労働として作用する︒すな
乗化された potenzierte
わち︑同じ時間で︑同種の社会的平均労働よりも高
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第四篇の﹁第十一章︑協業﹂﹁第十二章︑分業と
マニュファクチュア﹂﹁第十三章︑機械と大工業﹂
はどれも特別剰余価値獲得を通じて相対的剰余価値
を形成する資本の運動を展開している︒﹁協業﹂﹁分
業とマニュファクチュア﹂では労働の集約化によっ

労働の集約化による特別剰余価値の生産

特別剰余価値の源泉をすべて強められた労働とし︑ るという意味では︑それとの社会的価値との乖離の
しかも強められた労働を複雑労働だとすれば︑生産
問題には適用できない︒
手段が価値を産出しないというのがマルクスの大前
とはいえ︑仮に労働の複雑度と労賃が正比例する
提であるから︑これに忠実な限り︑例外的な生産力
とすれば︑剰余価値率は変らないが︑実際には労働
は労働の質的向上にのみ求められる︒たとえ生産手
複雑度と労賃は正の相関関係は認められても︑生活
段により生産性が向上しても︑そのことによって労
費はそれ程格差をつける必要はないので︑質の高い
働の価値生産性が高まらなくては特別剰余価値は産
労働力を多く使えばそれだけ剰余価値率が高くなる
み出せないことになる︒
ので︑特別剰余価値を産み出すといえる︒
では新しい生産手段の導入によって二倍の生産力
労働者の労働力の質を高めること︑労働の複雑化
を示すようになった労働は二倍の複雑性を持つのか︒
は︑個人の身体的能力に依存しているのでそれ程簡
たしかに新技術導入に際してはそれに相応しい労働
単ではない︒マルクスは﹁例外的な生産力を持つ労
力を養成する必要があるので労働の複雑性が昂まる
働﹂とともに特別剰余価値をもたらすものとして﹁改
場合も考えられる︒
良された生産様式﹂をとり上げている︒これが個人
的な労働の複雑化の限界を破るのである︒
ところが新鋭機の導入は労働力を節約するのみな
らず︑作業を単純化して労働の複雑度を下げる場合
も考えられる︒それでも特別剰余価値を得ることが
できるので︑特別剰余価値の源泉をすべて複雑労働
に求めるのは相当無理がある︒

それでは労働の熟練化︑技能向上︑強化等による
労働の複雑化は特別剰余価値の源泉ではないのかと
いうとそれはそうではない︒ただし︑複雑労働は単
純労働に還元された上で個別的価値が形成されてい

83

生産手段が共同使用によって節約されるからである
にせよ︑個々人の労働に社会的平均労働の性格が与
えられるからであるにせよ︑どのような事情のもと
でも︑とにかく結合労働日の特殊な生産力は︑労働
の社会的生産力または社会的労働の生産力なのであ
る︒この生産力は協業そのものから生じる︒他人と
の計画的な協働のなかでは︑労働者は彼の個体的制
限を脱して︑彼の類的能力を発揮するのである︒﹂ (
頁 )

これらの労働の集約化は︑生産様式の改良によっ
て生産力を前進させるのである︒労働は個々にはか
えって思い切って単純化され︑効率的に配置される
から︑労賃は節約される︒このような場合にこそ︑
外的条件によって強められた︑累乗された労働とい
えるのではないか︒

協業では個々の労働者の労働自体は複雑化してい
なくてもよい︒それでも労働の集約化によって巨大
な生産力を発揮するのである︒この協業と生産工程
を分割して別々の労働者に担当させる分業を組み合
わせれば︑もっと効果的なわけで︑この生産様式が
マニュファクチュア 工(場制手工業 と)呼ばれる︒

348

て労働の生産力を飛躍させる様式が展開され︑﹁機
械と大工業﹂ではその上に生産手段の改良によって
労働の生産力を飛躍させる様式が展開されている︒

﹁同じ生産過程で︑または同じではないが関連の
あるいくつかの生産過程で︑多くの人々が計画的に
いっしょに協力して労働する労働の形態を協業とい
う︒﹂ ( 頁 )
協業の効果をマルクスは次のようにまとめている︒
﹁個々別次な労働日の総計に比べれば︑同じ大きさ
の結合労働日は︑より大量の使用価値を生産し︑し
たがって一定の利用効果の生産のために必要な労働
時間を減少させる︒与えられた場合に結合労働日が
この高められた生産力を得るということが︑それに
よって労働の機械的潜勢力が高められるからである
にせよ︑労働の空間的作用範囲が拡大されるからで
あるにせよ︑生産規模の割には空間的生産場面が狭
められるからであるにせよ︑決定的瞬間に多くの労
働がわずかな時間に流動させられるからであるにせ
よ︑個々人の競争心が刺激されて活力が緊張させら
れるからであるにせよ︑多くの人々の同種の作業に
連続性と多面性とが押印されるからであるにせよ︑
種々の作業が同時に行なわれるからであるにせよ︑

84

334

では︑この場合の特別剰余価値は一体だれが産み
出したのか︒労働の複雑化はみられず︑かえって単
純化しており︑労働の配置も能率的になっているの
だから︑労働時間は増加しているとは言えない︒だ
から新しい生産様式の労働者がこの特別剰余価値を
産出したとは言えない筈である︒とすれば旧い生産
様式の労働者がその分を補填したのか︒
向坂逸郎﹃マルクス経済学の基本問題﹄をはじめ
とする通説は︑この補填論に立っている︒総労働時
間を商品総数で割って︑それぞれの商品種類の社会
的必要労働時間が価値として機能するが︑その機構
は市場にある︒だから市場を介して︑社会的価値と
個別的価値の乖離が埋められて︑労働価値説が妥当
するので︑旧い生産様式の労働が︑新しい生産様式
の労働を補填するというのである︒
この解釈も機能的である︒どうして旧い生産様式
の労働が︑新しい生産様式の生産物に投下凝結する
のか不思議である︒投下凝結するのでなければ価値
移転として処理しなげればならない︒しかしそれは
市場で行われるしかないから︑生産の場面で﹁強め
られた︑累乗化された労働﹂とはいえない筈である︒

協業︑分業などは︑労働者を組織的に管理し︑集
団化する︒労働者一人一人の労働の複雑度を問題に
していた水準から︑多数の労働者を一個の労働主体
として捉え︑全体︑集団としての労働の複雑度を問
題にする水準に移行している︒いかに旧生産様式の
労働者の熟練度が高くても︑新しい生産様式に組織
され結合された単純労働が総体として示す複雑度に
はかなわない︒労働が複雑化していないのは個人の
レベルであって︑総体としては飛躍的に複雑化して
機能しているのである︒

新生産様式を採用した資本家は︑だから︑他の資
本家の労働者から特別剰余価値を搾取するわけでは
ないのだ︒自分が支配している労働者をより大なる
労働人間の器官と化して︑全体として搾取を増大す
ることに成功している︒

ここに近代がもたらした組織化された人間︑ある
いは組織としての人間観の成立根拠が見出される︒
集約化された労働現場においては︑労働者はもはや
別々の個体ではなく︑より大なる労働人間の器官あ
るいは組織あるいは細胞にすぎない︒それは積極的
な意味では巨大な生産力の担い手になることである︒
否定的な意味では︑個人としての自立性︑自由及び
全体性の喪失である︒
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﹁機械は︑労働力を直接に減価させることと︑労
働力の再生産にはいる諸商品を安くして労働力を間
接に安くすることによって︑相対的剰余価値を生産
するだけではなく︑機械がまばらに採用されるとき
には機械所有者の使用する労働は強められ︑累乗さ
れた労働に転化し︑機械の生産物の社会的価値をそ
の個別的価値よりも高くし︑こうして︑資本家が一
日の生産物のいっそう小さい価値部分で労働力の日
価値を補填しうるようにすることによっても相対的
剰余価値を生産する︒それゆえ︑機械経営がまだ一
種の独占になっているこの過渡期のあいだは︑利益
は異常に大きいものであって︑資本家はこの﹃初恋
の時代﹄をできるかぎりの労働日の延長によって︑
徹底的に利用しようとする︒利得の大きいことはい
っそう大きい利得への熱望をそそる︒﹂ ( 〜 頁 )

機械によって労働の集約性が更に昂まり︑集団化
された労働力の生産性が一層よくなり︑その意味で
全体としての労働の複雑性が増すことは大いにあり
うる︒しかし︑機械の導入は︑労働者の労働の生産
性を上昇させるところに主要た目的があるのではな
く︑労働者の代替として機械を使用し︑機械で代替
できたい部分だけ労働者に補助させるところに目的
があるのだ︒だから︑機械の改良による特別剰余価
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労働者は︑もはや︑個人としての自己に固執でき
ない︒全体の中での自己の位置と役割︑可能性を見
定め︑全体の課題を自己の場において引き受け︑全
体の主体へと成長しなければならない︒そうすれば
全体が自分の意志を体現するようになり︑全体性に
おいて自由になれるのである︒
困ったことに資本制においては︑全体性は資本に
還元された全体性であり︑そこでの主体性は利潤追
求でしかない︒利潤は資本家にしかもたらされず︑
労働者階級にとって搾取と抑圧が続くから︑そのこ
とが反省されるとき︑この全体性の自覚は階級的な
団結に転化する︒
ところで︑労働の集約性を昂めることには一定の
限界がある︒いかに効率的に組織化しても︑それは
労働者の身体諸力の集合力でしかない以上︑やがて
限界にぶつかる︒換言すれば︑特別剰余価値の源泉
を労働者の個人的あるいは全体的質に求めるのは限
界がある︒だから︑特別剰余価値をあげるための努
力は労働手段の改良の方に向けられることになる︒

機械の改良と特別剰余価値
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値の源泉の場合は︑もはや労働の個別的あるいは全
体的質の向上に遠元できないのである︒
つまり労働者の労働の複雑化を源泉として事足れ
りというわけにはいかないのだ︒そこで宇野弘蔵は
﹁相対的剰余価値の概念﹂ 著(作集第三巻所収︑岩波
書店 で)生産力増進のための費用という形に超歴史
的に問題を捉え返して︑その費用を消費者としての
社会が︑資本主義社会の場合は︑転倒した形で︑既
に生産力を改良した資本家に支払う移で生産力増進
を推進するとする︒
この費用が特別剰余価値という形で支払われるの
であるから︑特別剰余価値の価値は労働を源泉とせ
ず費用を源泉とする費用価値説になっており︑価値
の二元化だという批判がある︒宇野にすれば生産力
の改良を成したのは労働であるから労働価値説に矛
盾しないと考えていたのであろう︒もちろん労働時
間から価値がでてこないので二元化の批判は説得力
がある︒
費用といっても機械の導入に要する費用だから︑
その費用を価値として捉えると︑不変資本が価値を
産出することになると小川昭は前掲論文で指摘して
いるが︑それを宇野は改良費とすることで処理して

しまったので︑この批判は噛み合わない︒しかし︑
ここに問題を解く鍵があるのだ︒
﹁この考え方は︑﹃改良費﹄＝不変資本が剰余価値
を生み出すという誤謬を犯している︒宇野氏にとっ
ては︑不変資本が価値を生むのである︒しかし価値
を生むのは労働であって︑不変資本ではないことは
誰もが認めるところであろう︒﹂ 前(掲 頁 誰)もが
認めるからこそ疑わしいという逆説にも一理あるか
もしれない 認(めない例として関曠野﹃資本主︱その
過去・現在・未来﹄影書房参照 ︒)

次に︑﹁強められた労働﹂というのは特別剰余価
値が認められたからこそ妥当するのであって︑生産
過程では単純労働のままなのだから︑実際には特別
剰余価値は生産されておらず︑虚偽の社会的価値に
あたるのだという見解もある 白(杉庄一郎﹃﹁強めら
れた労働﹂と﹁虚偽の社会的価値﹂﹄︹﹃独占理論
と地代法則﹄︑ミネルヴァ書房︑一九六六年所収 第
四章︺参照 ︒)

つまり︑有利な生産条件にあれば︑労働量が少な
くても︑より多くの労働量による生産物と同じ生産
物を産出できるし︑一物一価であるから同じだけの
価値と認められる︒しかしこの価値は労働の裏づけ
のない虚偽の部分を含んでいるとするのである︒
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たしかに労働は単純なままだし︑生産手段も価値
を産出しないとなれば︑価値ではないが価値として
妥当するという形で機能的に処理せざるを得なくな
る︒この説は宇野の説が費用価値説︑価値の二元化
という批判を受けたので︑労働価値説からみれば虚
偽の社会的価値だとしたのであろう︒しかし虚偽で
あっても価値として妥当しているのだったらやはり
価値であるから︑真の価値と虚偽の価値の二元論だ
というそしりを受けるだろう︒しかしこの説は﹃資
本論﹄第三巻の地代論に出てくる虚偽の社会的価値
の適用であるから︑この説自体の妥当性の検討は︑
地代論の検討の際までおあずけにしよう︒
ではマルクス自身はどう考えていたのだろうか︒
新鋭機の導入によって労働の複雑度が増すとはして
いない︒﹃資本論草稿集④﹄﹁３相対的剰余価値ノ
ートⅤ﹂で
﹁労働はこの場合 新(しい機械を採用する場合 同)じ
事業部門の平均労働とは違って例外的に︹高い︺生
産力を得ている結果︑この労働は平均労働に比べて
より高い労働になっているのであって︑その結果︑
たとえばこのより高い労働の一労働時間は平均労働
の五分の四労働時間に等しいのであり︑より高い力
能にある単純労働 (einfach Arbeit auf höherer

なのである︒﹂
Potenz)

( 頁︿

原頁﹀ と)あるが︑

商品論次元では労働者の労働の質的差異とその単
純労働への還元が行われ社会的必要労働時間による
価値量の決定がなされ︑これによって資本論の価値
展開が可能になったのである︒

まずマルクスは商品論次元では︑生産条件の差は
捨象していた︒それは価値は投下労働量に比例する
とするためであり︑競争によって生産条件が平均化
すると仮定したためでもある︒

だからマルクスは︑労働それ自体の複雑度は変ら
なくても生産条件がよければそれだけ強められて︑
多くの価値を産出すると考えていたのである︒

この文例では︑機械を使っても労働者の労働それ自
体の単純性は変らないけれども︑機械によってより
高い価値生産力を発揮することになっている︒
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今度は生産過程においては︑むしろ労働者の労働
の単純性は前提であり︑複雑度の相違は捨象されて
いる︒個別的価値という場合は既に単純労働に還元
されたものであり︑本来なら社会的必要労働時間を
示していて︑社会的価値と一致する筈のものである︒
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ここでもマルクスの投下労働価値説は物神性論
に支えられているのである︒機械の労働を認めれば
擬人的倒錯に陥る︒だから機械の改良であっても︑
あくまで労働者の労働強化として把握されるわけで
ある︒事実認識として紙一重であるが︑大変な相違

このようにマルクスは特別剰余価値論においても︑
あくまで投下労働価値説を貫徹している︒その実体
は生産様式の改良によって集団労働の全体的な質が
昂まったり︑生産様式及び機械の改良によって強め
られ︑累乗化されたことから理解されているのであ
る︒だから生産力増進普遍化費用説︑旧生産様式の
労働者の労働による価値補填説︑虚偽の社会的価値
説︑市場による再評価説等︑多かれ少なかれ機能的
な解釈はマルクス自身の方法や真意に沿うものでは
ない︒

特別剰余価値論と物神性論

しかし︑この場面では生産条件の相違が検討の対
に単純作業であっても︑それを使って労働者は大き
象である︒捨象されていた生産条件が登場したので︑ な力の労働が可能になり莫大な労働量の投下凝結が
労働時間は単純労働への還元をおえていても個別的
可能になるのである︒しかし身体作業としては複雑
価値でしかないのである 西(口直治郎︑前掲論文参照 ︒) 化していないのであるから複雑労働には分類されず︑
強められ︑累乗された労働と表現されたのである︒
機械の改良によって︑単位時間あたりの生産性が
三倍になり︑改良のコストを差し引いても二倍の価
値生産性があれば︑その労働は単純性においては以
前どおりで労賃は同じだが︑二倍の価値を産出する
労働に強められたことになる︒しかし︑この生産力
の増進が普遍化すれば︑生産条件は等しくなるので
価値生産性は以前に戻ってしまう︒
このようなマルクスの論理にだれも気づかなかっ
たのは︑そうすれば生産条件が価値の産出主体とな
り労働価値説に矛盾するのではないかと危倶された
からであろう︒その危倶はもっともだがマルクスに
すれば︑生産条件は価値の産出主体でないことは定
義に属する︒だから価値が多くなった分は機械の改
良によるにしても︑機械が産出したのではなく︑機
械によって強められた労働が産出したのである︒
マルクスは労働過程論で道具は身体器官の延長だ
としている︒だから機械の力を自己の力として獲得
しているのである︒改良された機械の操作がどんな
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である︒マルクスにすれば特別剰余価値の分だけ機
によって強められた労働が源泉だというところにあ
械が価値を創出していると認めて︑他は価値移転論
ると思われる︒むしろこの文章で重要な指摘は機械
でというのでは論理に整合性がなくなる︒例外的で
が労働力の代替だということである︒
あった生産力が普及して特別剰余価値がなくなって
だから機械が労働力に代って働き価値産出してい
から元の論理に戻るのもおかしい︒不変資本部分の
ると認めているのに限りなく近い︒
価値産出を認めないのならあくまでそれで押し通す
﹁旧式のブロックプリンティソグすなわち更紗の手
しかない︒
染が機械捺染に駆逐されたところでは︑たった一台
の機械が一人の男あるいは少年の補助で︑一時間で
﹁同じ生産部門のなかで機械が一般化されるにつ
以前には二百人の男たちが行ったと同じ量の四色更
れて︑機械の生産物の社会的価値はその個別的価値
紗を染色する︒﹂ ( 頁 )
まで低下する︒そして剰余価値は︑資本家が機械に
よって代替させた労働諸力から生じるのではなくて︑
逆に︑資本家が機械のもとで従事させている労働諸
力から生じるのだということが実効的になる︒﹂ (
頁 )
ここでマルクスは特別剰余価値の源泉を︑機械に
よって代替された労働力の労働に求められうるよう
に表現している︒もちろん︑機械に代替されたため
そのような労働力は実際に労働していない︒そこで
特別剰余価値は虚偽の社会的価値の一種ではないか
という解釈も行われている︒しかし︑マルクスに則
して考えれば︑生産手段の改良によって強められた
労働が特別剰余価値の源泉だとされているのだから︑
この個処の真意も︑代替された労働力の分だけ機械
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この文章では機械が生産の主役︑労働者は︑補助
役︑即ち脇役であるにすぎない︒しかし︑こうした
表現も擬人的な倒錯した事態の表現であるとマルク
スは考えているのである︒このような倒錯の表現は
次のように理論的に表現される︒

﹁機械の生産に必要な労働と︑機械が省く労働と
の差︑すなわち機械の生産性の程度は︑明らかに︑
機械自身の価値と機械によって代わられる道具の価
値との差によって定まるものではない︒この差は︑
機械の労働費用︑したがって機械によって生産物に
付加される価値部分が︑労働者が彼の道具で労働対
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象に付加するであろう価値よりも小さいかぎり存続
する︒それゆえ機械の生産性は︑機械が人間の労働
力にとって代わる程度によって測られるのである︒﹂
( 頁 こ)のように機械が価値を付加し︑労働力に代
って価値生産性を持つならば︑価値移転論は不要だ
ったし︑労働過程論も異ったものになったであろう︒
だからマルクスの真意は︑機械自身が価値付加する
のではなく︑機械によって強められ︑累乗された労
働が価値付与するとするところにある︒
とはいえ︑マルクスはほとんど機械が労働者に代
って生産の主体とたり︑労働者を補助役にしてしま
っていることを認めている︒そして認めているから
こそ︑これを倒錯的な現実として批判するのである︒
ただ人と物の抽象的区別に固執し︑物神性論を貫徹
しようとするために︑機械を社会的経済的主体とし
て定位できなかったのである︒
人と物の抽象的区別を止揚し︑機械を人間主体の
一つの現存様式として捉え返す人間観の転換の立場
︵この立場を二十一世紀に入ってから私︑やすいゆ
たかはネオヒューマニズムと名づけている︶からは︑
機械の改良による特別剰余価値の源泉は︑当然にも
改良された機械の働きであり︑他の機械に比較して

のその機械の働きの複雑度にあることは明らかであ
る︒

人間は自己の身体力で自然に働きかけるが︑その
際︑その身体力のみでは自然に適応できないので自
然物を自己の身体に付加して︑その力をも自已の力
にして目的を遂げようとする︒その場合に媒介とし
ての自然物の自已化を実現しているのであり︑既に
以前の自己の限界は破られて︑新しい自己に発展し
ているのである︒

つまり人間は身体でありながらそれを超えて拡張
された人間としても存在する︒そして人間に組み込
まれ︑人間によって創出された自然は︑人間身体と
ともに人間体を形成し︑互いに連関し合って相互に
規定し合い支配し合っている︒

生産もそれらの人間体が相互に消費し合い︑生産
し合う関係に他ならない︒人間身体にそれらの関係
が反映され︑意識が形成され︑それに媒介されて関
係が対自化され︑発展する︒その際︑人間身体は︑
その意識を自己の意識とみなして︑身体のみを意識
主体とし︑他の生産物の主体性を認めようとしない
が︑その意識は身体をも包摂している生産物の連関
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純粋に身体的欲望と思われている嗜好すら︑機械
その他の生産物がつくり出す連関によって産み出さ
れている ボ(ードリアール﹃消費杜会の神話と構造﹄
紀伊園屋書店︑参照 ︒)

によって規制され︑その身体の位置や役割に応じて
社会連関から機能させられているのである︒

だからあえて労働主体を求めるのであれば︑生産
有機体としての企業にそれを構成する生産手段や各
労働者の連関の内部に目的連関として存在している
のである︒その意味ではそれによって動かされる労
働者の労働も︑機械の働きも︑原材料の相互作用も
目的意志の発露としての労働だといえる︒

すらない︒経営者の意識は利潤に還元された意識で
ある︒

マルクスは機械が労働力に代替すること︑機械が
主役で労働者が補助役でしかないことを認めている
のだから︑労働過程論での基本的な労働図式は底が
割れている︒
労働過程においては︑機械を操作する労働は仕込
まれた機械的動作を繰り返す家畜あるいはロボット
の労働と本質的に変らない単純労働が多い︒マルク
スが単純労働への還元を唱える時︑資本制社会の機
械制大工場ではそのような単純労働が一般化する傾
向への洞察があった︒
そのような労働者に目的意識的な対象変革として
の労働の主体性を求めるのは無理がある︒労働者の
集団的組識にその主体性を求めるのも問題がある︒
生産手段を含む生産の連関の中にその意志は貫徹す
るのであり︑それは経営者としての資本家の意識で
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第三章 蓄積論と疎外＝物神化論
第一節 資本蓄積過程論の課題
労働価値説としての資本蓄積論
﹃資本論﹄第一巻第三篇から第五篇までは︑どの
ようにして資本が剰余価値を生産するかを明らかに
する︿剰余価値理論﹀であった︒第七篇﹁資本の蓄
積過程﹂論は︑むしろその逆にどのようにして資本
が剰余価値から生じるかを明らかにしようとしてい
る︒つまり資本が産み出した剰余価値の一部が資本
に再転化して資本が増殖＝蓄積される過程が明らか
にされているのである︒
まずマルクスが論証しようとするのは︑資本家の
所有する資本はあくまで剰余価値の転化したもので
あるということ︑つまり︑労働者の労働からの搾取
によって形成されたものであるということである︒
たとえ︑最初の資本が資本家の自己労働に基づくも
のであっても︑価値増殖過程で剰余価値を形成する
のは︑労働者の労働だけであり︑資本家は労働して

いるわげではない︒マルクスによれば不変資本部分
は価値移転されるだけで︑価値を形成することはな
く︑まして価値を増殖するわけではない︒とすると
資本が増殖した部分はすべて労働者の労働の成果で
ある︒

この剰余価値部分が資本に再転化し︑生産過程に
投資されるとそこで再び剰余価値を産出することに
なる︒だから︑この剰余価値部分に関しては︑資本
家は自己労働に基づかない資本を持ち︑またそれに
よってさらにそこから剰余価値を搾取することが可
能になる︒

それでも︑最初の資本部分も回収され︑再投資さ
れると考えれば︑その部分も剰余価値を産み続ける︒
しかし︑それも剰余価値である限り︑労働者の労働
によるわけである︒その剰余価値も剰余価値を産む
資本に転化されるのだから︑資本の大部分は剰余価
値の転化した資本によって産み出されたことになり︑
資本家は自己労働によって形成したとする第一号の
資本を回収できるわけである︒

元々︑資本家は︑利殖のために資本を投ずるので
あって︑必ず自己が投資した分は回収し︑それ以上
の利潤を生産過程から吸収するのが目的である︒と
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すると︑資本の蓄積の進行によって︑資本家は剰余
価値の再転化による資本だけで生産過程を支配する
ようになる︒
マルクスは︑こうして自己労働に基づく所有から︑
他人の不払労働の取得に基づく資本主義的取得への
転化を論証した︒つまり︑資本によって剰余価値と
いう形で不私労働を搾取されているだけでなく︑そ
の資本自体が不払労働によって形成されたものであ
るという面も明らかになったのである︒この主張は︑
社会のすべての富と価値は労働者の労働によって形
成されたのであるという労働価値説の貫徹である︒
とはいえ︑剰余価値の資本への再転化としての蓄
積の方法は不払労働を提供する労働者の労働力の雇
用を増すだけではない︒剰余価値が資本に転化する
さい︑それは可変資本と不変資本の双方に振り分け
られる︒労働者が労働するためには労働対象や手段
が必要であるからだ︒労働者の人数はそのままで︑
労働時間だけ延長し︑生産手段を多く消費すること
によって労働生産性を昂める場合もあり得るのであ
る︒労働時間を延長するかわりに労働密度をより濃
くしても同じことである︒

労働生産性を昂めるために︑労働者の労働の複雑
度を昂めるのは限度があるから︑生産手段︑とりわ
け機械等の労働手段の改良が必要である︒競争相手
が例外的な生産力を獲得している場合には︑それに
どうしても追いつかなければならない︒かくして資
本蓄積過程は絶えざる技術革新として現われる︒

たとえ︑資本蓄積が不変資本への投資に偏るとし
ても︑不変資本も過去の労働の成果であり︑現在の
生きた労働を支える労働力の有機的な部分として機
能するのである以上︑マルクスにすれば︑あくまで
生きた労働に対する搾取として根本的には捉え返さ
れている︒

﹁過去の労働はつねに資本に扮装するので︑すな
わちＡやＢやＣなどの労働の受動態は非労働者さＸ
の能動態に扮装するので︑ブルジョワや経済学者た
ちは口をきわめて過去の労働の功績を称賛するので
あって︑この労働は︑スコットランドの天才マカロ
ックによれば︑固有の報酬 利(子や利潤など を)受ける
べきだということにさえなるのである︒つまり︑生
きている労働過程で生産手段の形で協力する過去の
労働の重みがますます大きくなるということは︑こ
の労働を過去に不払労働として行なった労働者自身
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から疎外されたその姿︑すなわち資本というその姿
のおかげだといわれるのである︒﹂ ( 頁 )
特別剰余価値を無視すれば︑不変資本は法則的に
は価値増殖しないし︑可変資本だけが法則的に剰余
価値を産出する︒その意味では資本蓄積は労働者の
労働に対する搾取の上に築かれているといえる︒だ
が︑特別剰余価値を不変資本の一時的可変化と捉え
る立場に立ち︑特別剰余価値の資本蓄積過程におけ
る先導的役割を認めるならば︑労働者の労働に対す
る搾取に蓄積の全源泉を求めるのは再考の余地を生
む︒
たしかに機械は過去の労働の対象化であり成果で
ある︒だから機械の全機能︑働きは過去の労働がそ
の真価を発揮する過程だとも評価できる︒だからそ
の機械を作った過去の労働者の労働が︑現在の生き
た労働者の労働と合体して偉力を発揮すると思われ
勝ちである︒
だが︑そこで留意すべきなのは︑機械を作るのは
労働者の独力ではないことだ︒やはり労働手段や対
象の働きを忘れてはならない︒あくまで︑労働諸要
素の生産連関によって産み出されたと把握すべきで
ある︒これを不変資本部分はそれを形成した不変資

本部分と可変資本部分に分析できるので︑すべて可
変資本部分に還元可能だとすることはできない︒便
宜的に還元して不変資本の価値量を計算するのはい
いとしても︑そこから不変資本にあたる労働手段・
対象の価値を形成したのはすべて労働者の労働だと
いう結論を導くのは誤謬である︒

労働カ商品の価値もやはりその生産過程として消
費財の消費過程をもつのである︒その消費財の価値
も不変資本と可変資本に分けられるのだ︒とはいえ︑
そのことを前提した上で︑可変資本の法則的可変性︑
不変資本の法則的不変性に注目して︑資本蓄積の源
泉を労働者の労働に対する搾取に求めるのは原則的
に正当である︒この観点からはマルクス蓄積論は高
く評価される︒

資本主義的蓄積の一般的法則

﹃資本論﹄第一部﹁資本の生産過程﹂の末尾とし
ての資本蓄積論は︑資本主義経済の発展と没落につ
いての法則を展開している︒まず資本の構成︿不変
資本と可変資本の割合﹀が不変だと仮定した上で︑
資本蓄積が進行すれば︑労働力需要は資本蓄積に比
例して増大することになる︒そうすると労賃の上昇
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635

傾向が生じ搾取率が低下する︒そのため次第に蓄積
欲が衰え︑やがて蓄積は減少に転じ︑労働者は大量
に職場から放出される︒

の増大は生産の増大︑資本蓄積の増大に比して相対
的に増加率は逓減する︒

生産力の発達は消費財の生産を増加させ︑それに
伴って労働カ人口を増大させる︒特に機械改良によ
る労働の単純化は︑成人労働者の失業と女子︑児童
労働の雇用増大となって現われるので︑人口の増加
傾向は拍車をかけられる︒かくして相対的過剰人口︑
産業予備軍が形成され︑これが更なる蓄積段階への
条件を構成するし︑他方で︑労賃の上昇を抑制し蓄
積の促進要因となる 同(第三節 〜 頁 ︒)

相対的過剰人口による賃金上昇の抑制と失業の増
加は︑相対的及び絶対的窮乏化をもたらすとマルク
スは述べている︒相対的窮乏化は生産力の増大と︑
それに伴う資本の集積・集中によって極く少数の資
本家階級に富が集中する︒それに較べて労働者階級
は相対的剰余価値の生産によってますます少ない価
値しか獲得できなくなる︒相対的過剰人口がそれを
強制する︒

670

とはいえ︑相対的窮乏化は︑生産力水準の高度化
とそれに伴う消費財の生産の増大︑豊富化と矛盾し
ない︒かえって︑消費財で労働者に欲望を刺激し︑
消費させることによって消費財︑生産財の生産を維
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資本の技術的構成は特定の時期の生産性︑生産力
水準を反映している︒だからそれが停滞している限
り︑資本蓄積はやがて搾取率の低下の壁にぶつかり︑
産業恐慌に見舞われ︑相当の搾取率が回復できると
ころまで生産が落ち込み︑再び蓄積が回復するとい
う悪循環にならざるを得ない︒
この悪循環の克服が技術革新である︒機械の改良
等による例外的な生産力を獲得した資本は特別剰余
価値を取得し︑業績を回復する︒この資本に市場を
独占されたくなければ︑競争相手の資本も機械の発
明・改良によって新技術を獲得しなければならない︒
こうして新生産力水準が普及すると︑資本の有機的
構成は不変資本の割合が大きくなる︒つまり高度化
する 第(七篇︑第二三章第二節 〜 頁 ︒)
657

こうして恐慌からの回復は生産手段の改良︑技術
革新によってもたらされる︒そして新たな資本構成
比のもとでの蓄積が進行するわけである︒蓄積は新
たな生産水準の元では一層拡大飛躍した規模で展開
する︒従って労働力の雇用も増大する︒しかし︑こ
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持︑発展させ︑労賃を回収しなければならない︒そ
の意味では相対的窮乏化と労働者階級の生活水準の
向上︑近代化は相補的ですらある︒

命論が誤謬であったから革命が起らなかったのでは
なく︑むしろ窮乏化革命論が資本主義的蓄積の本質
を最も鋭く衝いていたからこそ︑労働者階級の自覚
を促し闘争を導いたし︑革命を懼れた体制側の一定
の譲歩もひき出せたのである︒それがかえって資本
主義の長命化を助けたのは事実である︒

革命的な意識や運動は︑被搾取階級の利害を代表
することによって︑資本蓄積過程における絶対的窮
乏化を防止する役割を担い︑資本の自己制禦機能を
肩替りしたのである︒マルクスの時代には革命的な
運動の持つそのような両面性を充分に考慮に入れて
運動を展開するだけのプロレタリアートの側の運動
の蓄積が不足していた︒

本源的蓄積論の課題

マルクスは資本蓄積過程を論じる際には︑最初の
蓄積を始めるに当って存在しなければならない先行
的資本は︑資本家自身が自己労働と節欲に基いて形
成したものであるという仮定を仮に認めて︑その上
で蓄積過程の進行に伴って︑その部分は無限小にな
るか︑回収されてしまうと考え︑富の蓄積︑形成の
真の主体を賃金労働者の労働であると主張していた︒
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これに対して︑相対的過剰人口は恐慌時の失業︑
逆に活況時だけの雇用などという形での一時的失業
者︑一時的労働者を形成するし︑また大量の恒久的
失業者を生み出す︒そしてその中で受救貧民層は相
対的過剰人口と共に増大する︒
﹃資本論﹄の時代には︑相対的窮乏化すら絶対的
窮乏化を実態としていたから︑受救貧民層を中心と
する過剰人口におげる絶対的窮乏化は相当深刻であ
った︒だからこのまま過剰人口が増大し︑相対的︑
絶対的窮乏化が進展すれぼ︑労働者階級の反撥が激
しくなり︑特にその矛盾が深刻化する恐慌時に革命
が発生するだろうという予言はそれなりの説得力が
あった 同(︑第四節 〜 頁 ︒)
677

しかし︑植民地からの収奪による蓄積を度外視し
ても︑児童労働の禁止︑学校教育の普及︑及び婦人
の保護などによる失業増大の抑制や人口調節の普及
等で相対的過剰人口の増加を制約したり︑労働条件
の改善︑賃金改善等︑労働者階級の闘争の成果︑が
絶対的窮乏化の発現を抑制した︒いわゆる窮乏化革
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プロレタリアートの窮乏化として進行している資
本蓄積過程を歴史的に相対化することによって︑窮
乏化を歴史的に克服しえることを説くために︑マル
クスは︑資本蓄積の本源︑即ち本源的蓄積を明らか
にしようとした ( 〜 頁 ︒)

ざをつけてこの世に生まれてくる﹄のだとすれば︑
資本は︑頭から爪先まで毛穴という毛穴から血と汚
物をしたたらせながら生まれてくるのである︒﹂ (
頁 )

この直接生産者を生産手段から切断し︑自由な裸
一貫のプロレタリアに転化する過程は⒖世紀末から
⒗世紀にかけての封建家臣団の解体とそれに伴う農
耕地の牧羊地への大規模な転換によって開始された︒
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資本主義的生産様式を開姶するには︑先行する
資本が必要であるが︑資本さえあればできるという
ものではない︒資本はそもそも︑資本ー賃労働関係
として存立できるのである︒だから本源的蓄積はこ
の関係自体の生成でなければならない︒この関係は︑
生産手段から遊離させられ︑自らの労働力以外には
何も所有していない大量のプロレタリアートの創出
を前提としている︒創出過程は決して牧歌的なもの
ではなく︑小農民からの土地の掠奪をはじめとする
暴力的な過程であった︵ 〜 頁︶︒マルクスはこ
れを次のように表現している︒
743
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﹁教会領の横領︑国有地の詐欺的な譲渡︑共同地
の盗奪︑横領と容赦ない暴行とによって行なわれた
封建的所有や氏族的所有の近代的私有への転化︑こ
れらはみなそれぞれ本源的蓄積の牧歌的な方法だっ
た︒それらは資本主義的農業のための領域を占領し︑
土地を資本に合体させ︑都市工業のためにそれが必
要とする無保護なプロレタリアートの供給をつくり
だしたのである︒﹂ ( 頁 ︒)
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こうして浮浪人化した農民たちは︑今度は浮浪罪
に問われた ( 〜 頁 ︒)そして都市でやっと賃金労
働者になれた者に対しては︑労賃の法的規制や団結
を禁止する法律で︑国家権力を使って本源的蓄積が
進行したのである ( 〜 頁 ︒)
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﹁資本主義的生産様式の﹃永久的自然法則﹄を解
き放ち︑労働者と労働諸条件との分離過程を完成し︑
一方の極では社会の生産手段と生活手段を資本に転
化させ︑反対の極では︑民衆を賃金労働者に︑自由
な﹃労働貧民﹄に︑この近代史の作品に︑転化させ
るということは︑こんなにも骨の折れることだった︒
もし貨幣が︑オジエの言うように︑﹃ほおに血のあ
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マルクスは資本家の起源を借地農業者に見出す︒
一方で地主に地代を支払いながら︑他方で農業労働
者を雇って農業経営を営む人たちが資本家的経営の
原型である ( 〜 頁 ︒)彼らは︑やがて︑農村家内
工業を興し︑農村マニュファクチュアを形成するよ
うになる︒それに伴いその周辺に商品作物を原料と
して提供する独立した小農民が形成される ( 〜
頁 ︒)このような農村から蓄積コースは︑地理上の発
見に伴う海外植民地での収奪︑本源的蓄積とドッキ
ングさせられる︒都市の高利貸資本︑商業資本が介
入して︑これを結合させ産業資本家が形成される︒
772
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海外植民地での本源的蓄積は︑人身売買︑強盗殺
人︑誘拐︑奴隷化等凶暴を極めた︒米を買い占めて
飢饉を製造しておいて飢え死にしかけている人たち
に法外な値で売りつけることも平気であった ( 〜
頁 ︒)
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マルクスは本源的蓄積を︑自己労働に基づく所有
を否定し︑生産手段と直接生産者を切断し︑資本の
許に生産手段と労働力を集積して︑資本・賃労働関
係を樹立する過程として把握していた ( 〜 頁 ︒)

790

このような直接生産者からの生産手段の収奪によ
って本源的蓄積がなされたら︑次に資本家階級の中
での競争が激しくなり︑資本の競争は集中︑独占を
形成し︑大部分の中小資本は競争に破れて没落を余
儀なくされる︒

この過程によって︑生産手段は所有者と労働者 直(
接生産者 の)同一という制約から解放された︒資本家
の許に蓄積された資本としての巨大な機械設備を持
つ大工業に発達した︒また︑同時に直接生産者も小
商品生産から解放され︑すべての生産手段の所有か
ら解放された裸一貫の労働者として資本の許に集め
られる︒
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今や中小資本家が大資本家に収奪され︑プロレタ
リアートに転落していくのである︒資本蓄積が進展
すればする程︑生産規模は拡大し︑市場も拡大し︑
巨大な自然諸力が人間の自然力となり︑世界的規模
で人類的結合が形成される︒しかし︑そうなればな
る程︑生産諾力は直接生産者から自立して︑生産者
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こうして海外植民地からの莫大な資本の蓄積と原
材料の供給が︑本国での大工業の形成を促進したの
である︒海外での奴隷酷使に表裏一体の形で︑本国
での機械の使用は︑教区救貧院から子供を買い取っ
て︑酷使する残酷な形をとった ( 〜 頁 ︒)
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にとって疎遠な物的力として生産者に対立する︒労
働者は自分達が産出した巨大な富によってかえって
圧迫され︑窮迫させられるのである ( 〜 頁 ︒)
マルクスはこの事態を生産力の社会的性格と︑資
本主義的私有の私的性格の矛盾として把握し︑やが
て︑生産力が生産手段の私有によって︑かえってそ
の発達を阻害される事態に至れば︑必然的に資本主
義的私有が廃棄されることになると確信している︒
マルクスはそれを資本蓄積の進展による労働者階級
の窮乏化と結びつけているから︑この廃棄は︑プロ
レタリアートを主体とするブルジョワジーの打倒︑
生産手段の社会的所有の実現として把握している
( 頁 ︒)
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労働者階級による社会的所有を︑協業と︑土地及
び生産手段に対する共同占有としてマルクスは特徴
づける︒そしてそれを基礎に︑
das individuelle
Eigentumが再建されるというのである︒マルクスが
資本蓄積論のまとめとして語っているのは︑直接生
産者と生産手段の分離︑切断が止揚されて両者が再
統一する事態である︒それはあくまで協業に基づく︑
生産者の類的力の結合に基づく再統一であって︑小
商品生産の個人的限界を打破した大工業の成果を継
承するものとしての再統一である ( 頁 ︒)

第二節 資本蓄積過程論と疎外＝物象
化論

後期マルクスの疎外論の特徴

マルクスは一八四四年の﹃経済学・哲学草稿﹄で
疎外 Entfremudung
について大いに論じていたが︑翌
年の﹃ドイツ・イデオロギー﹄では影をひそめてい
る︒そこで﹁フォイエルバッハ テ=ーゼ﹂を転換点と
して︑青年時代の理念主義的な自己疎外論は脱却さ
れて︑唯物史観が確立したとされていた︒

しかし︑﹃経済学批判要綱﹄以来︑経済学批判の
諸論稿にも︿疎外 Entfremudung
﹀概念は使用されて
いる︒そこでマルクスの思想に前後期の断絶があっ
たかどうかが論争になっている︒まず論じられなけ
ればならないのは﹃経・哲﹄段階での疎外論が理念
主義的なヒューマニズムの自己疎外論であったかど
うかである︒そして後期の経済学批判の諸論稿での
疎外概念の具体的な吟味である︒﹃経・哲﹄での疎
外論の特徴づけは本書では検討することはできない︒
本書ではそのような論争を念頭に置きつつ︑具体的
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に﹃資本論﹄の蓄積論における︿疎外﹀概念を洗い
直すことを課題にする︒

この疎外に惑わされている経済学に向けられている
のである︒

とは言え︑﹃経・哲﹄での四つの疎外︑即ち︑
一︑生産物からの疎外︑
二︑疎外された労働︑
三︑類からの疎外︑
四︑人間からの疎外︑

に後期の疎外概念があてはまらないことはない︒そ
こに前後期の断絶を強調できる程の意味上の転換は
認められない︒いずれ後期マルクスの疎外概念の使
用例をすべて検討できるような例文集を作成したい︒

資本蓄積過程論における疎外論

﹃資本論﹄での︿疎外﹀の使用例は第一巻４例︑
第二巻はなく︑第三巻９例である︒第一巻の内訳は
機械論が１︑蓄積論は３である︒第一巻について個々
に検討してみよう︒第一巻第四篇第二二章第五節﹁労
働者と機械の闘争﹂ ( 頁 )
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とは言え︑後期経済学批判期における疎外概念の
特色は︑経済学批判という課題にも制約されている
ためとも考えられるが︑労働における疎外状態の告
発︑疎外の止揚︑疎外革命論という色彩は薄い︒そ
れよりも︑労働が対象化 ＝(事物化 さ)れ︑資本となっ
て生きた労働と対立して現われること︑労働からの
疎外が問題にされる︒
つまり︑価値の実体は労働であるにもかかわらず︑
むしろ価値は価値を対象的属性としている事物自身
の属性であるかに現象する︒この物神化が疎外であ
る︒それ故︑価値の蓄積としての資本は︑労働の疎
外にすぎないが︑労働からの疎外であることによっ
て︑労働を実体とすることを隠蔽してしまう︒事物
間の相対的な相関関係や︑人間の欲求等が価値︑価
格の決定因であるかに現象する︒労働からの遊離︑
価格の価値からの乖離︑対象化された労働と生きた
労働の対立等が疎外として把握されている︒
それらはいずれも︑経済学的な疎外であり︑その
批判は労働者の疎外状態に向けられるのではなく︑
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性の向上を基準に作られるから︑労働者にとっての
機械の使い易さは第二義的になり︑安全性は犠牲に
され︑機械を稼動させ続けるために長時間勤務︑交
代勤務が強制される︒また機械に代替された労働者
の大量失業も現出し︑蓄積を更に可能にする相対的
過剰人口が工場から排出される︒

マルクスは︑労働条件と労働生産物の労働者から
の︿疎外﹀と表現することによって︑それらが本来︑
労働者の身体の延長であること︑従って機械も労働
者に対する敵対的支配という現状にあるにも関わら
ず︑本来は︑労働者自身の身体の延長と把握される
べきことを示唆している︒これは︑労働主体を労働
者の身体能力として把握し︑労働手段としての道具︑
機械を位置づける労働過程論の帰結である︒

第一巻︑第七篇﹁資本の蓄積過程﹂第二一章﹁単
純再生産﹂ ( 〜 頁 )

﹁ところが︑はじめはただ出発点でしかなかった
ものが︑過程の単なる連続︑単純生産によって︑資
本主義的生産の特有な結果として絶えず繰り返し生
産されて永久化されるのである︒一方では生産過程
は絶えず素材的富を資本に転化させ︑資本家のため
の価値増殖手段と享楽手段とに転化させる︒他方で
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﹁たしかに︑これらの織物工たちが一時の生に別
れを告げたかぎりでは︑機械は彼らにただ﹃一時の
難儀﹄を与えただけだった︒それにしても︑機械の
﹃一時的な﹄作用は垣常的である︒というのは︑機
械は絶えず新たな生産領域をとらえるからである︒
およそ資本主義的生産様式は︑労働条件と労働生産
物に︑労働者にたいして独立化され疎外された姿を
与えるのであるが︑この姿は︑こうして機械の使用
とともに完全な対立に発展するのである︒それゆえ︑
機械が現われるとともにはじめて労働手段にたいす
る労働者の狂暴な反逆が現われるのである︒﹂
マルクスは労働過程論では労働手段を身体器官の
延長としていた︒労働手段は︑人間の非有機的身体
なのである︒だから︑道具や機械の力は労働主体の
力に獲得されている︒道具や機械によって産み出さ
れた富は︑労働主体としての労働者自身が産み出し
たとされているのである︒
ところが︑生産手段の所有者と直接生産者が分離
し︑資本家と労働者に分岐すると︑労働条件や労働
生産物は資本として労働者から独立し︑労働者を支
配し︑酷使する存在として出現する︒まるで資本と
しての生産手段が労働者を使って︑自ら価値を産出
しているかに現象する︒特に機械は機械自身の生産
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はこの過程から絶えず労働者が︑そこに入ったとき
と同じ姿で︽富の人的源泉ではあるがこの富を自分
のために実現するあらゆる手段を失っている姿で︾
出てくる︒彼がこの過程に入る前に︑彼自身の労働
は彼自身から疎外され︑資本家のものとされ︑資本
に合体されているのだから︑その労働はこの過程の
中で絶えず他人の生産物に対象化されるのである︒
生産過程は同時に資本家が労働力を消費する過程で
もあるのだから︑労働者の生産物は︑絶えず商品に
転化するだけではなく︑資本に︑すなわち価値を創
造する力を搾取する価値に︑人身を買う生活手段に︑
生産者を使用する生産手段に︑転化するのである︒
それだから︑労働者自身は絶えず客体的な富を︑資
本として︑すなわち彼にとって外的な︑彼を支配し
搾取する力として︑生産するのであり︑そして資本
家もまた絶えず労働力を主体的な︑それ自身を対象
化し実現する手段から切り離された︑抽象的な︑労
働者の単なる肉体のうちに存在する富の源泉として
生産するのであり︑簡単に言えば労働者を賃金労働
者として生産するのである︒このような労働者の不
断の再生産または永久化が︑資本主義的生産の不可
欠の条件なのである︒﹂
この引用は初期マルクスの︑﹃経・哲手稿﹄の疎
外論とほとんど異和感がない︒生産物の疎外の原因

を労働の疎外に求め︑労働力の使用権の譲渡によっ
て︑労働力の使用が労働生産物を商品︑資本に転化
させ︑そのことによって︑労働者は︑富を労働者自
身から外的に独立して︑彼を支配する物象的な力と
して産出することになる︒それは同時に資本による
労働者の労働力商品としての再生産を意味する︒資
本は労働の疎外であるから︑賃金労働者の再生産は
まさしく自己疎外に他ならない︒

労働過程︑価値増殖過程の主体を労働者の労働力
にのみ求めるマルクスの労働価値説からは︑当然の
帰結として︑労働の資本の許での対象化は︑資本の
生産となり︑資本の支配に服さざるを得ない疎外さ
れた自己の再生産となる︒つまり自己疎外の論理と
ならざるを得ない︒

労働主体を労働者の身体能力に限定しておいて︑
その使用価値の使用を労働として把握するのだから︑
労働は本来は具体的有用労働であることになる︒労
働力の価値性格の自己対象化を価値形成として捉え
ていないから︑労働者が抽象的人間労働を行って価
値形成するのは︑労働者からの労働の疎外であり︑
生産物に対象化された価値は疎外された労働として
の抽象的人間労働の結晶であることになる︒
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つまり資本は︑労働者の生命発現︑自已能力の確
証︑自己実現︑自已拡張及び自己獲得の喪失︑譲渡
であり︑疎外された自己に他ならない︒
自己を価値として捉えていれば︑価値の自己対象
化であり︑労賃分は自己獲得となり︑剰余価値分は
搾取として捉えられる︒搾取分はこれを自已疎外と
捉えてもよいが︑労働力の具体的有用性の対象化が
資本という疎外された姿になるとする場合の疎外と
は異質である︒
労働者は常に自己を労働力商品の商品性によって
のみ規定するわけではなく︑むしろ︑自己の商品性
のはかなさや醜さを自覚し︑否定しようとするが故
に︑自己を労働力の具体的有用性によって規定しよ
うとする︒その観点からは︑労働による資本関係の
創出︑存続は︑自己疎外として反省される︒
しかし︑商品社会︑資本制社会においては︑労働
力商品であることや︑商品生産の主体であることは
第一義的な事柄であり︑その現実の姿が商品︑資本
としての生産物である︒その意味では主体の本質の
喪失としての疎外にはあたらない︒

このマルクスの引用は︑たしかに﹃経・哲﹄自己
疎外論そのものと判読されうるものであるが︑この
︿疎外﹀を︿他人への譲渡﹀の意味に解することに
よって︑前後の自己疎外論的表現を︑あえて類似的
と解して︑自己疎外論として読まないことも不可能
ではない︒では次の引用を検討することにしよう︒

第一巻第七篇第二二章﹁剰余価値の資本への転化﹂

﹁過去の労働はつねに資本に扮装するので︑すな
わちＡやＢやＣなどの労働の受動態は非労働者Ｘの
能動態に扮装するので︑ブルジョワや経済学者たち
は口をきわめて過去の労働の功績を称賛するのであ
って︑この労働は︑スコットランドの天才マカロッ
クによれば︑固有の報酬 利(子や利潤など を)受けるべ
きだということにさえなるのである︒つまり︑生き
ている労働過程で生産手段の形で協力する過去の労
働の重みがますます大きくなるということは︑この
労働を過去に不払労働として行なった労働者自身か
ら疎外されたその姿︑すなわち資本というその姿の
おかげだと言われるのである︒資本主義的生産の実
際的当事者やそのイデオロギー的代弁者が︑生産手
段を今日それに付着している敵対的な社会的な仮面
から離して考えることができないのは︑ちょうど︑
奴隷所有者が労働者そのものを奴隷というその性格
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マルクスはその点を不当と感じたと思われる︒生
産手段を私的に資本として所有する社会形態の許で
は︑資本家は生産によって産み出された富を自已の

から切り離して考えることができないようなもので
一たん生産手段となっており︑資本制社会ではその
ある︒﹂
頁
際︑不変資本として規定されている︒そこで︑この
(
)
不変資本に含まれていた価値は資本家の所有である
マルクスは︑不変資本の価値を︑可変資本である
から︑新生産物の価値のうち当然︑不変資本分は不
労働力の具体的有用労働が︑生産過程で︑新生産物
変資本自身の働きの筈だし︑その上︑価値増殖も不
に移転するという価値移転論を展開した︒従って︑
変資本なしでは行えなかった筈だから︑資本家は利
あくまで価値を産出するのは生きた労働である︒つ
子や利潤を受けるべきだという議論になる︒
まり︑マルクスに言わせれば︑不変資本にあたる労
働手段や対象は︑労働しないから︑当然︑自ら価値
マルクスは価値移転論によって︑一切の価値産出︑
を対象化することもありえないのである︒だから︑
対象化等︑価値の維持︑保存︑移転を労働者の労働
生産手段がいかに価値移成に重大な協力を為しても︑ から説明し切ることによってこのマカロックの議論
それはあくまで協力でしかない︒主体はあくまで労
を批判しているのである︒もちろん︑マルクスも生
働者の労働力である︒
産手段の役割を高く評価している︒しかし︑それは
あくまで手段としてであって︑主体は労働者の労働
だとするのである︒その上︑生産手段に対する報酬
を利子︑利潤とする議論は︑結局︑その受け取り手
を資本家とする議論である︒だから︑全く労働して
いない資本家が︑資本という生産手段の形態によっ
て︑生産手段の役割を自分が果したかに主張してい
ることになる︒機械はたしかに重大な役割を果した
が︑それは資本家自身ではない筈である︒
たしかに過去の労働は︑生産手段として生産に役
立ち︑そのことによって︑新生産物の価値の中に過
去の労働が含まれている︒ところが遇去の労働は︑

とはいえ︑マルクスの論理でも︑生きた労働が創
造する価値は︑その労働時間分だけであって︑新生
産物に含まれる残りの大部分の価値は︑不変資本分
の価値である︒マルクスは︑この価値を過去の労働
の疎外された姿と把握しているのである︒この価値
は不変資本としての価値であり︑可変資本として労
働と対立している︒

635

105

私有に置くことができる︒そのことの不当性と︑そ
れが産み出す悲惨を認識することは重要である︒し
かし︑生産手段が生産過程において主体的な役割を
果し︑価値を産出︑自己対象化 て
L いることは事実
であって︑この事実を認めることは︑決して資本家
の取り分を肯定することにはならない筈である︒
資本という形態は︑生産手段や労働力を統合する
社会的な力であって︑生産手段は︑資本制社会では
資本という形態をとることによって労働力と結合し︑
生産を営むのである︒その意味では︑資本という形
態のおかげで︑生産手段が機能しうるというのは︑
資本制社会では現実である︒マルクスは︑しかし︑
この現実は歴史的な現実であって︑生産手段は資本
という形態をとらなくても機能しうると主張し︑生
産手段を資本としてしか取り扱わないのは︑資本主
義に囚われているからだと批判している︒
その際︑マルクスの批判は物神崇拝に対する批判
として現われている︒
﹁過去の労働はつねに資本に扮装する﹂
﹁生産手段を今日それに付着している敵対的な社会
的な仮面から切り離して考えることができない﹂︒
︿過去の労働﹀は抽象的人間労働それ自体の膠質物
としてく価値﹀なのであるが︑それ自体不可視であ

るから︑物の対象性として現われなければならない︒
そこでそれ自体は価値ではないとされている︿使用
価値＝物﹀が価値の現象形態であるとされている︒

だから本来価値でない物が価値とされるから物神
崇拝なのだというのである︒この物が価値生産によ
って資本という形態を与えられる︒資本はそれ自体
は価値であり︑労働の私的分業関係であるが︑生産
手段という衣裳をまとって現われるのである︒生産
手段がそれ自体で資本であるかに現われる︒マルク
スにすれば︑それは生産手段に付着している敵対的
な社会の仮面なのである︒こうした観点に︑価値と
物の二元論︑その付着関係を前提としたマルクス独
特の物神性論が窺えるのである︒

生産物が社会関係を取り結ぶ主体であり︑また社
会関係を取り結ぶことがそれぞれの生産物の存立に
とって根本的に必要な事柄ならば︑その社会的規定
は︑その物自身の本質的な規定性であると言ってよ
い︒とはいえ︑社会的規定は歴史的な規定でしかな
い︒生産手段の物としての規定性は︑そのような社
会の歴史的背景とは関係ないのではないかとマルク
スはいうのである︒
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ただし︑我々は︑マルクスの本質を鋭く抉った批
判を高く評価しながらも︑資本を関係として把握す
る一方で︑物としても把握することは必要だと考え
る点でマルクスと分岐する︒マルクスは資本を物と

社会的な物が物として存立できるのは︑まさしく
ルクスは生産手段の自然的規定は生産手段の物的属
社会的な物としてであり︑社会的に存立するからこ
性だが︑資本は︑社会関係であって︑それが生産手
そ存立し得るのである︒新しい社会︑別の社会でも
段に付着しているので生産手段の社会的な自然
存立しようとすれば︑新しい︑別の社会的規定を受
元(々の 属)性に見えるのだとするのである︒だからマ
け取らなければならない︒そしてこの社会的規定の
ルクスの本音では︑生産手段と資本関係は二元的な
受け方が︑この物の社会的な関係の仕方であり︑他
のである︒資本関係が生産手段に投映しているだけ
の物との社会的な関わり方に他ならない︒社会と物
であって︑生産手段それ自体は資本ではないのであ
が二元的に存在するのではなく︑社会関係は︑物の
る︒
関わり方として実存するのである︒だから︑社会的
そこで︑︿労働の疎外としての資本﹀の本当の意
規定は︑関係規定であると同時に︑その物自身の属
味が明らかになる︒資本は労働の対象化された姿で
性なのである︒
あるが︑それは︑労働であることを既に隠蔽して︑
物を身にまとい︑物の属性として現われている︒こ
物の社会的規定も︑人の社会的規定と同様に歴史
的に変遷するのであって︑歴史的に変遷することが
れが資本である︒資本が社会的支配力として現われ
物の規定性でないことの説明にはならないのである︒ る時︑それは人格的な力ではなく︑貨幣や生産物の
力︑即ち物象の力として現われる︒しかし︑それは︑
実は労働者の労働の積み上げられた姿であり︑労働
者に対する資本家の支配の姿に他ならない︒つまり︑
物象化され隠蔽された搾取の現実が資本であるとマ
ルクスは主張しているのである︒
物が社会的主体として認められないから︑社会的
規定は外から与えられる外的規定と考えられてしま
うのだ︒価値は労働を実体とする社会的規定である
が︑マルクスにすれば︑労働の社会関係である以上︑
人間関係であって物の関係ではありえない︒だが︑
商品関係としては関係であるかに現われなければな
らないから︑労働の膠質物は物に付着して︑物の関
係に見えるのである︒資本関係では︑生産手段がそ
れ自体で資本であるかに見えるとする︒っまり︑マ
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して現われるが︑それは資本の物神性であって︑資
高くするための方法はすべて個々の労働者の犠牲に
本は実は物それ自体の属性ではないとするのである︒ おいて行なわれるということ︑生産の発展のための
このようなマルクス物神性論は︑根本的には物と労
手段は︑すべて生産者を支配し搾取するための手段
働の抽象的区別に固執するあまり︑価値が物と労働︑ に一変し︑労働者を不具にして部分人間となし︑彼
物と人の抽象的区別の止揚において成立するもので
を機械の付属物に引き下げ︑彼の労働の苦痛で労働
あることを把握できていないことを意味する︒
の内容を破壌し︑独立の力としての科学が労働過程
に合体されるにつれて︑労働過程の精神的な諸力を
人間を身体に限定せず︑人間化された自然を包括
彼から疎外するということ︑これらの諸手段は彼が
するカテゴリーとして捉え返し︑その構成要素であ
労働するための諸条件をゆがめ︑労働過程では彼を
る各生産物が取り結ぶ社会関係の一つの有り方とし
狭量陰険きわまる専制に服従させ︑彼の生活時間を
て資本制社会を捉えれば︑各生産物はそれ自身の関
労働時間にしてしまい︑彼の妻子を資本のジャガノ
わりにおいて資本として存在していることは明らか
ート車の下に投げこむということ︑これらのことを
であり︑それが︑また︑人間自身の現存なのである︒
われわれは知ったのである︒しかし︑剰余価値を生
産するための方法はすべて同時に蓄積の方法なので
次に︑本質的な人間性を喪失するという意味で︿疎
あって︑蓄積の拡大はすべてまた逆にかの諸方法の
外﹀が使用されている例を紹介しよう︒資本蓄積に
発展のための手段になるのである︒だから︑資本が
よる労働者階級の状態悪化について述べている個処
蓄積されるにつれて︑労働者の状態は︑彼の受ける
である︒
支払がどうであろうと︑高かろうと安かろうと︑悪
化せざるをえないということになるのである︒﹂ (
〜 頁 )
第七篇第二三章﹁資本主義的蓄積の一般法則﹂第
四節 ( 〜 頁 )
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﹁われわれは第四篇で相対的剰余価値の生産を分
析したときに次のようなことを知った︒すなわち︑
資本主義的体制のもとでは︑労働の社会的生産力を
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第三節 本源的蓄積論と所有論
本源的蓄積＝生産手段の収奪と所有
マルクスによれば︑実体としては抽象的人間労働
に他ならない価値は︑資本としては労働生産物及び
生産手段という物的外皮をまとって︑労働者に敵対
し︑労働を支配するのである︒これが労働の物化で
ある︒労働が自己を喪失され︑隠蔽され︑自己にあ
らざる形をとっているので疎外とされるのである︒
マルクスは労働と物の抽象的区別に固執しているの
で︑その抽象的区別の止揚としての価値の積極的意
義を捉え切れていないのである︒
労働はその成果である労働生産物のうちに止揚さ
れることによって保存されるのであって︑労働はそ
の成果である生産物として社会的に認められるので
ある︒価値は私有に基づく社会での労働と物の抽象
的区別の止揚の表現なのである︒だから︑価値を抽
象的人間労働の凝結と見なすことと︑物の属性と見
なすことは矛盾しない︒マルクスは労働と物の区別
に固執するために︑価値を労働からのみ捉えるので︑

物として捉えることは倒錯視だということになった
のである︒

価値は物と物の相対的な力関係として現われるの
で︑その実体が労働であることは蔽われている︒し
かし︑その実体が労働であることがわかったところ
で物の属性でなくなるわけはないのである︒何故な
ら労働は労働としてはかえって評価されず︑物に止
揚され︑保存された形態によってはじめて客観的に
評価されるからである︒

ところで︑労働は物の属性としての価値となるこ
とによって︑労働者とは別の存在となり︑譲渡 外(化 )
可能になり︑私有可能となる︒小商品生産の段階で
は︑直接生産者は生産手段を保有していたので︑そ
の生産物を自己のものとして私有でき︑従って自家
用にも使えたし︑市場に供給することもできたので
ある︒ところで︑生産手段が発達し︑個々の直接生
産者がそれを私有できなくなると︑直接生産者は︑
生産手段を持たない裸一貫の自由な労働者として︑
生産手段を持つ資本家の支配下で働くしかなくなる
のである︒そうなれば︑直接生産者は︑自己の労働
の成果を自分のものとして主張できなくなる︒労働
の成果が労働者から奪われて︑資本という形で労働
から自立し︑労働者を支配するのである︒マルクス
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individuelle

Eigentumの再建問題

はありえない︒従って個人的な私有の再建ではない︒
それは労働者階級全体の協業に基づいている土地及
び生産手段に対する共同占有を産み出すのである
( 頁 ︒)

das

この収奪者からの収奪︑直接生産者による生産手
段の所有の再建をマルクスは次のように説明してお
り︑これが未だに大きな論議の種になっている︒

﹁資本主義的生産様式から生まれる資本主義的取
得様式は︑したがってまた資本主義的私有も︑自分
の労働にもとづく個人的な私有の第一の否定である︒
しかし︑資本主義的生産は︑一つの白然過程の必然
性をもって︑それ自身の否定を生み出す︒それは否
定の否定である︒この否定は 労(働者の 私)有を再建し
はしないが︑しかし︑資本主義時代の成果を基礎と
する das individuelle Eigentum
を再建する︒すなわ
ち︑協業と土地の共同占有と労働そのものによって
生産される生産手段の共同占有とを基礎とするを再
建するのである︒﹂ ( 頁 )
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によれば︑資本の本源的蓄積とは︑直接生産者から
の生産手段の分離︑収奪の過程に他ならない︒疎外
論的には︑労働からの労働条件の疎外としての資本
の成立過程である︒自己労働に基づく所有から︑他
人労働への支配に基づく所有への転化過程である︒
ただし︑小商品生産もそれが私有に基づく生産で
あり︑市場を前提しているのであるから︑自己の生
産物は商品として他人に譲渡され︑他人の労働の生
産物を支配すること︑その意味では︑相互支配や︑
疎外論的な現実がある︒とはいえ︑この支配は相互
的であったし︑労働過程自身は直接生産者が自己管
理していたのである︒
これに対して資本制では︑賃金労働老は自己の労
働力の使用権を資本家に売り渡すのだから︑労働過
程における管理︑支配は一方的である︒かくして労
働者から疎外された富は︑自立的な物象として︑蓄
積の歴史的諸法則に従って発展していく︒これが資
本間の競争︑すなわち集中︑独占の形成による大資
本の形成をもたらす︒それによる生産の社会的性格
と所有の私的性格の矛盾の激化が生じる︒そして先
述したように︑最後には収奪者から生産手設が収奪
され︑再び直接生産者自身が生産手段を所有するよ
うになる︒しかし︑これは︑小商品生産への逆行で
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労(働者の と)あるのはフランス語版﹃資本論﹄で追
加されたものである︒論争は das individuelle
をどう訳すかという問題と︑その再建によ
Eigentum
って生産手段に関する所有が再建されるのか消費財
に関する所有が再建されるのかという問題である︒
ドイツ語の常識に従って﹁個人的所有﹂と訳すと︑
生産手段に関する個人的所有が再建されるのは︑生
産手段に関する共同占有や協業︑社会的所有という
表現となじまない︒だから︑生産手段は共同占有︑
消費財は個人的所有だという解釈になる︒この解釈
はエンゲルス︑レーニンの解釈であり︑林直道がそ
の忠実な継承者である︒
この解釈の最大の問題点は︑資本主義では労働者
の個人的所有がなくなるという解釈になってしまう
ことである︒特に林直道は﹃史的唯物論と経済学﹄下( )
﹃史的唯物論と所有理論﹄ 大(月書店 で)︑資本制社会
での労働者階級の消費財に関する︿無所有﹀を強調
している︒たしかにプロレタリアートの窮乏化や失
業の危機等を勘案すれば︑比喩的に︿無所有﹀の強
調は有効である︒プロレタリアート対ブルジョワジ
ーを無産者対有産者と解する際︑所有対象は生産手
段と消費財の双方を想い浮べて当然である︒

とはいえ︑経済学的には賃金労働者は自己の労働
力を売って最低限の生活資料を購入することによっ
て存在することになっている︒だから生活手段 消(費
財 に)ついては︑労賃という自分の所得で購入できる
のだから個人的な私有である︒たとえよ宵越しの金
は持たないとしても︑毎日の生活資料を私有できな
ければそれは資本家に飼育されている奴隷と同じで
ある︒労働者自身が自己の労働力を私有しているこ
とも主張できなくなる︒

︿個人的所有﹀と訳せば︑生産手段にも生活手段
にもあてはまらないのだから︑︿個体的所有﹀と訳
し直してみたらどうかというのが﹃市民社会と社会
主義﹄ 岩(波書店 に)おける平田清明の提案である︒平
田は本源的蓄積論の論理展開からみて︑第一の否定
が直接生産者からの生産手段の収奪なのだから︑第
二の否定︑すなわち否定の否定は︑直接生産者と生
産手段の結合を意味する筈だとする こ(の点は長砂
実と一致 ︒)その際︑所有は労働者全体の類的結合を
意味し︑そこでこそ個体は真に自己を実現できるか
ら︑この社会的所有が即ち個体的所有なのだという
わけである︒

この見解は生産手段に関する所有であるという点
ではマルクスの本源的蓄積論の展開からみて説得力
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を持つ︒しかし︑個人を個体と訳し変えたところで
意味が変わるわけではない︒個体即類体ならば個人
即社会とも言えるわけで︑社会的所有＝個人的所有
でよいことになる︒個人主義＝社会主義という表現
も可能だ︒しかし︑個体と類体の直接的一致に基づ
く所有論は︑個人と社会の矛盾が積極的に定立され
ていない以上有効な議論とは言えない︒社会的所有
は諸個人が自らの個人的 個(体的 性)格においては所
有主体たりえず︑ただ社会的 総(体的 性)格においての
み所有主体たりえることを意味している︒
もちろん︑社会的所有は構成員の主体的な所有で
なければならず︑その意味では︑所有主体としての
諸権利が充分尊重されなければならない︒社会主義
社会の官僚主義化は︑社会的所有の個体的担い手で
ある諸個人の所有主体としての固有の市民的諸権利
を侵害する傾向を持つ︒その意味では﹁個体的所有
論﹂の存在は無視できない︒
他に︑福富正実は﹃共同体論争と所有の原理﹄ 未(
来社刊 で)︑﹁個人﹂は一個の身体を持つ一人の人間
のことではなく︑集団としてのまとまりを﹁個人﹂
と解する︒というのは︑ゲルマン共同体での das
individuelle Eigentumは私有ではない家父長家族に
よる集団的所有を意味していたから︑再建されるの

も社会的所有の一形態である﹁集団的所有﹂を意味
するのだとするのである︒この議論も本源的蓄積論
の展開からみて妥当ではないし︑個人と集団を︑こ
れ以上分割不能な単位としての共通性から同義と置
き︑その上で﹁個人的所有﹂＝﹁集団的所有﹂とさ
れるのも飛躍が大きい︒福富の論旨に沿えば﹁個人
的所有﹂とせず﹁不可分割的所有﹂とするべきだろ
う︒﹁個人﹂と表記する限り︑一人の所有と解さざ
るを得ないから︒

長砂実﹁社会主義にかんする古典的諸命題の現代
的意義﹂ 汐(文杜﹃唯物論﹄創刊号 は)︑﹁労働者と労
働条件の本源的統一﹂の再建として把握しながら︑
やはり﹁個人的所有﹂と表現する︒その理由は︑最
初に定立された個人的所有が︑私有という性格を持
った個人・家族的規模での﹁労働者と労働条件の本
源的統一であったから︑その再建だから個人的所有
と表現されていると解釈するのだ︒しかし︑再建さ
れる場合にそれは個人的︑家族的規模を超えて社会
的所有にたっていることを長砂も強調するのだから
やはり﹁個人的所有﹂という翻訳は妥当ではない︒

だれでもドィツ語のわかる人は
das individuelle
Eigentumも﹁個人的所有﹂と訳すか︑せいぜい﹁個
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体的所有﹂と訳すのが関の山である︒しかしそれら
の訳は︑マルクス自身の本源的蓄積論の主旨に合致
しない︒マルクスが混乱した論理展開をした可能性
も考えられるが︑そう断ずる前に︑別の訳によって
すっきりした解釈が可能ではないかどうかよく考慮
すべきである︒
私の試論的解釈は︑
das individuelle Eigentum
を﹁不可分離的所有﹂とする解釈である 拙(稿﹁
das
individuelle Eigentumの翻訳問題﹂︿﹃立命館文学
第 373
・ 374
号﹄所収﹀参照 ︒) individuelle の原義
が﹁不可分離な﹂という意味であることは︑ラテン
語に当る individuus
が︑﹁個人の﹂の意味ではかえっ
て常用されておらず﹁不可分離な﹂という意味が日
常的な意味であったことからも容易に想像がつく︒
の意味も﹁個
das Individuumのラテン語 individuum
人﹂よりも﹁原子﹂であり﹁分割不能なもの﹂であ
る︒だから﹁不可分離的所有﹂という解釈は︑少な
くとも原義的には不可能ではない︒だが︑現代語と
しては﹁個人的所有﹂と解されて当然で︑﹁不可分
離な所有﹂として通用するわけではない︒
das
Eigentumと表記した方が誤解がない︒
unteilbare

だがマルクスが︿不可分離﹀︿分割不能﹀を表現
するのによりを選好したとするにはそれなりのわけ

がある︒それはライプニッツ﹃単子論﹄の影響が推
察できる﹃ユダヤ人問題について﹄でのモナド社会
論である︒市民は無窓の不可破壊のアトム・モナド
として表象されていた︒個人＝アトム＝不可破壊な
ものという原義連関は強く印象づけられていたと考
えられる︒

もう一つの理由はかけ言葉的発想である︒ゲルマ
ン共同体は家父長家族による 個"人的所有︒が成立し
ていたとマルクスは分析している︒この特徴は各家
族が土地を自己の定在︑テリトリーにして︑土地と
未分化︑不可分離であることである︒﹁個人的所有﹂
を表わす
das individuelle Eigentumがそのまま
﹁不可分離な所有﹂をも表わしていることにマルク
スは興味を覚えたのではないだろうか︒

それに
das individuelle Eigentum自体が二義性
を持つ︒へーゲル﹃法の哲学﹄では所有は︑排他的
占有ー使用ー譲渡を契機にする私的所有に他ならな
い︒しかし︑私的所有は︑人間と自然の分離︑人と
人︑人と物︑物と物の分離を前提にしている︒人間
と自然が未分化に融即している状態が以前にはあっ
た筈で︑自己の定在︑身体として自然と関わる仕方
が︑本源的な意味での所有である︒マルクスは﹃経
済学批判要綱﹄の﹁先行する諾形態﹂の部分で︑こ
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の本源的な意味での所有を﹁一︑所有とは生産 労(働
である︒二︑所有とは共同存在への帰属である︒三︑
所有とは自分のものとしての生産条件に対する意識
された関係行為である︒﹂ 拙(稿﹁﹃所有﹄の二つの
意味﹂日本哲学会編集﹃哲学﹄ 号所収参照 と)分析
している︒
へーゲルの展開した私的所有からは本源的な意味
の所有は︑他者を前提にしていないから自立的な意
志の行為とは言えず︑従ってそもそも所有ではあり
えない︒逆に本源的な意味に照らせば私有は所有の
解体︑否定に他ならない︒両者には歴史的な転化は
認められるものの全く異なる概念である︒だから﹁所
有﹂としても一体どちらの意味なのか文脈上定かで
ない場合は﹁私的﹂や﹁本源的﹂を上につけるか︑
﹁私有﹂﹁固有﹂等と表記して区別すべきである︒
私有発生は︑交換発生と相即的で未開のプナルア
婚後半期と推量されるが︑それ以後の所有が私有で
しかないというわけではなく︑本源的な意味での所
有対象との一体性︑不可分離性︑固有性は今日まで
根強く残っている︒たとえ市場で商品として買い入
れた私有物でも愛着性が強ければ固有としても意識
される 不(純度はあるとしても か)ら﹁不可分離な私
有﹂という表現も不可能ではない︒

)
das individuelle Eigentumの再建という場合
の第一の否定で否定されたのは﹁自分の労働にもと
づく
das individuelle Privateigentum﹂である︒第
二の否定はそのうちの私有は再建しないが︑
das
individuelle Eigentumを再建するとマルクスは叙述
している︒第一の否定は本源的蓄積を意味している︒
つまり直接生産者からの生産手段の剥奪︑収奪であ
る︒小商品生産者は︑生産手段を﹁個人的に私有﹂
していたと同時に︑生産手段と一体的に結合してい
た︒つまり﹁不可分離な所有﹂﹁固有﹂の関係にも
あったわけである︒

本源的蓄積の歴史的意義は小商品生産者の所有の
個人的・家族的な規模の限界を打破して︑資本家の
もとに資本を蓄積し︑生産規模の拡大︑分業︑協業
の発展を促したことである︒それはしかし︑直接生
産者から生産手段を剥奪し︑生産者に対して疎遠な
物的威力として対立させることでもあった︒﹁個人
的私有﹂﹁不可分離な所有﹂の両方を本源的蓄積は
否定︑解体したのである︒第二の否定︑否定の否定
は︑後者のみを再建する︒直接生産者と生産手段の
社会的規模での本源的統一を形成するのである︒

社会的所有の論理
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das individuelle Eigentumのうち再建される
のは﹁不可分離な所有﹂即ち直接生産者と生産手段
の本源的統一だとしたら︑そして﹁個人的所有﹂は
再建されるのでないとしたら︑﹁個人的所有﹂が解
消されるのかというとそうではない︒資本主義社会
でも社会主義社会でも生活手段が﹁個人的所有﹂で
あることに変わりはない︒だから再建されるまでも
ないのである︒
ただ社会主義社会では生産手段は個人的に所有す
るのではなく集団的に︑或いは国家的に所有するの
である︒だから諸個人がその所有主体としての自己
を主張しようとすれば︑その権力を担う主体にまで
自己を昂めなければならない︒個人として自己にと
どまりながら社会的所有の主体となることはできな
いのだ︒
もちろん︑社会も階級も人類も諸個人を離れてあ
るわけでなく︑諸個人に内在するものである︒その
意味では社会や類は諸個人として実現される︒とは
いえ︑それには諸個人が自己の抽象的な個人性の殻
を打ち破り︑社会︑階級︑人類の主体としての自己
を自覚しなければならない︒だから社会的所有の主
体化︑その真の化肉は︑人間観の転換を伴わなけれ
ばならないのである︒

生産手段が社会的所有でも生活手段は個人的私有
の段階が社会主義社会である︒生活手段が個人的私
有であるのは︑労賃として得た貨幣で消費財は購入
可能であり︑生産は少なくとも消費財に関しては商
品生産であるからだ︒だから人々は限られた貨幣で
消費財を入手しなければならないので︑互いに排他
的に財を占め合わなければならない︒

生産手段の私有のみならず生活手段の私有も止揚
してはじめて新しい共同杜会が実現する︒共同生産
と共同消費は表裏一体であって︑共同消費は実現し
ていないのに︑生産が完全に共同化することはあり
えない︒しかし︑否定の否定によって一挙に生活手
段の私有まで廃棄することは不可能である︒なぜな
ら︑私的︑個人的利害によって生きてきた人々にと
っては︑労働のいかんに関わらず平等に分け合えば︑
怠け者が得をすると考えて仕事に身が入らなくなる
し︑労働に応じ分け合うとしても︑今度はその評価
をめぐって確執が収まらない等私的利害に基づくイ
デオロギー的制約から容易に抜けきることはできな
い︒

生活手段が私有である限り︑人々は生活の為に働
くのであり︑家族のために身を粉にして働くのであ
る︒家族はやはり人々の依り処であり︑価値の源泉
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自己を身体としての自己として捉え︑身体以外の
他の諾個人および諸事物を他者として対象的に把握
し︑関わり合うことから出発しながらも︑自己はそ
れにとどまることはできない︒家族との関わりを反
省すれば︑我々は私的所有のもとでは家族の私的利

共同体思想は元々近代化的な生産力主義ではない︒
つまり有り余る富の生産による富の平等を目指す思
想ではなかった︒むしろ足らざる富を分ち合う思想
であった︒富を人間と抽象的に区別して︑有り余る
富による欲求の充足を構想することに根本的な誤謬
がある︒富はそれ自体人間の定在であり︑我々はそ
れを自己自身の定在する姿として引き受けなけばな
らないのである︒富を獲得するにせよ︑富から切断
されるにせよ︑我々が富との関わり方によって社会
的生活のあり様を規定されるのである︒

である︒安易に家族を解体すると人々はペシミズム
理で活性化しようとする試みは︑あくまで妥協的措
に陥り︑無気力になる︒家族にとってはやはり労働
置であるべきで︑生産力第一主義から生産力さえ上
力は最低限の生活費を得るために企業に毎日売られ
昇すれば共産主義の土台が形成されると考えるのは
る商品である︒その企業が労働者総体の所有︑経営
正しくない︒生産力の発達はそれを上廻る欲望の肥
であるか否かにかかわらず商品なのである︒
大化をもたらし︑私的原理でそれがなされた場合は︑
富の不平等化をもたらし︑社会矛盾を激化させ︑や
家族生活は労賃によって経済的に支えられている︒ がてそれが所有形態を桎梏とするようになり︑生産
その分人々は私的な利害を形成し︑形而上学的な価
も行き詰まることになる︒
値世界に充足する︒しかし社会主義社会はこの家族
的世界の絶対化を止揚し︑生活手段を労賃によらず
に共同で消費するようにしなければならない︒少な
くともその方向性が明確でなければならない︒
ただし︑共同消費は大食堂で一緒に食事し︑画一
化された部屋に住み︑制服に身を包むことを決して
意味しない︒それぞれの個別性から生じる様々な個
性的な欲求の充足︑能力の開花のために共同で生産
し︑消費するのでなければならない︒﹁個人的かつ
不可分離な所有﹂が生活手段に関する所有の特徴と
なる︒これは所有対象との切断︑排他性︑価値への
抽象︑交換可能性を特徴とする個人的私有とは全く
異なる︒
だから︑個人的私有の充実への欲求を刺激する形
で︑価値法則を最大限に利用し︑企業経営を私的原
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害に基づく行動原理で価値判断を行うことがいかに
多いかわかる︒その場合︑自我は単なる自己の身体
から生じるのではなく︑家族としての自我に発達し
ている︒そのために個的身体的自我は抑制されるこ
とが多い︒同様に職場や組織の中でもそれぞれの社
会的自我に昂まらなくてはならない︒その際︑個的・
身体的自我︑或いは家族的な自我との矛盾や確執は
避けられない︒
より大なる自我に昂まるためには︑より小なる自
我の抑制と超克が迫られる︒しかし︑ただ一方的に
より小なる自我が我慢すればよいのではない︑より
小なる自我を包摂すべき全体は︑その中でのより小
なる自我の目的︑利害の実現を通してのみ可能なの
である︒しかし︑そのことはより小なる自我の抑制
とその超克を必要でなくするのではない︒
このことは︑人間的自然としての生産物との関わ
り方においても現われる︒人間はそれによって対象
的な自然となるのであり︑自己を自己の外に立つ対
象として見出すのである︒生産物と切り離された抽
象的身体は︑観念的な存在でしかない︒人間は自己
を自己の非有機的身体として自然として見出さなけ
ればならない︒かくして︑労働者は生産手段を自己
の身体的生産力の中に包摂するのである︒

そこでは︑もはや身体部分だけが自我であるとは
言えない︒自我の欲求や意識︑判断等が生産諸連関
から規定されるのである︒だから﹁否定の否定﹂に
よる﹁不可分離な所有＝本源的所有﹂の再建は︑人
間的自然としての自己の自覚に導くものである︒そ
の意味では﹃経・哲﹄段階での非有機的身体として
の人間的自然の論理︑﹃先行する諸形態﹄の﹁本源
的な所有﹂の論理には︑人間観の転換が大きく成長
しようとしていたと評価できるのである︒
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もちろん︑第一巻︑第二巻でも価値は価格の標準
にすぎず︑常に価格は価値と乖離しながら価値を中
心に上下しているのである︒

生産価格論では︑価値は価格の標準の役割を生産
価格に譲る︒生産価格が価格の標準として︑いわば
﹁価値﹂になる︒価値に取って替るのである︒だか
ら価値の生産価格への転形といわれる ( 〜 頁 ︒)

価値が価格の標準でなければ︑労働によって価値
が形成されていても︑それで価格が決まるわけでは
なくなるから︑労働が価値を形成するといっても形
式的な同義反復になってしまい︑経済現象の説明の
ための現実性に欠けることになりかねない︒

それに剰余価値がプラスになるように価格が決ま
るというのも︑費用価格を超えて生産価格が決まら
なければ利潤が得られないというのと同趣旨である︒
だから価値法則によらねばならない必然性はない︒

結局総量一致命題だけが価値法則として有効だと
いうことになる︒ところが︑この総量一致命題も不
変資本の価格を価値に還元することが困難になるの
で 価(格と価値は乖離しているのだから ︑論
) 証に無理
が生じるといわれている ﹃(論争︑転形問題﹄東大出
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第四章 生産価格論の問題点
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第一節 生産価格論の要約
﹃資本論﹄第一巻︑第二巻では抽象的人間労働の
膠質物としての価値が価格変動の標準としての役割
を果していることが仮定されていた︒しかし第三巻
に入って﹁利潤﹂概念の分析を転機にして︑この価
値と価格の一致の仮定は却下され︑価格は︿投資額
十平均利潤﹀である︿生産価格﹀を基準に決まると
され︑そしてこの生産価格は剰余価値がマイナスに
ならない範囲で決まるとされる︒つまり︑その範囲
内ではあるが価格と価値の乖離が定式化されるので
ある 第(三部第二篇第九章 〜 頁参照 ︒)
164

とはいえ︑マルクスの場合︑この乖離は投下労
働価値説の否定を意味するわけではない︒市場全体
では総価値 総(労働時間 は)総価格と一致するという
総量一致の命題がある︒つまり︑労働に基づいて形
成された剰余価値がそれを搾取する資本家間で分配
される際に︑投資額に比例すると考えるのである (
〜 頁 ︒)
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版会︑参照 ︒)かくして︑価値論は価格を論証するた
資本家はただこの費用価格に対する剰余価値として
めには有効ではないという議論が出ており︑価値論
の利潤を最大限に追求するだけである 第(三部第一
の役割を搾取理論に限定する傾向がマルクス経済学
篇﹁剰余価値の利潤への転化﹂参照 ︒)
者の中でもみられ始めている︒
第一巻は資本の生産過程のみを対象としていたか
ら︑個々の資本の投資効率の違いまでは︑絶対的及
び相対的な剰余価値の生産を検討したり︑剰余価値
まず︑マルクスの生産価格論を要約することから
の資本への転化を扱う際に問題にできなかった︒た
はじめよう︒第一巻の資本蓄積論では蓄積の
だ資本が剰余価値を搾取して蓄積を遂げていくとい
発展に伴い資本の有機的構成に占める不変資
う資本の本性だけを描けば足りたのである︒ところ
本の割合が増加するという傾向が指摘されて
が﹁第二巻﹂で資本の流通過程を対象にし︑回転率
いる︒だから生産性の向上のために労働の集
等を勘案して投資効果を検討し︑資本の循環を問題
約化や生産手段の改良を行って相対的剰余価
にした上で︑﹁第三巻﹂で︿資本主義的生産の総過
値を増大させても︑その結果︑資本構成に占
程﹀を展開するとなると︑資本間の競争による︑資
める不変資本の割合を大きくしてしまうこと
本の現実的な行動が対象化されざるを得ない︒
になる︒当然︑投資額に対しての剰余価値の
割合は小さくなり︑投資効率が悪化する︒
そこで︑不変資本の割合の違いによる利潤率の格
差が問題になる 第(八章 〜 頁 ︒)最大限利潤の獲
ところで︑資本家の投資目的は︑投資額に
得のみを目的とする資本は︑少しでも利潤率の高い
対して少しでも多くの利潤を得ることである︒ 処へ流れようとする︒ところが資本が過剰になると
そこでマルクスは上の図式のごとく︑剰余価
商品量が膨張して価格が低落し︑利潤も下がること
値率＝搾取率と利潤率をを区別する︒
になる︒逆に不変資本の割合の高い部門からは資本
が流出するので︑生産量が少なくなり︑かえって価
格が上昇し︑利潤率もよくなるというわけで利潤率
の平均化傾向が存在するとマルクスは考える ( 頁 ︒)
つまり︑利潤率を剰余価値の費用価格 不(変
資本プラス可変資本 に)対する割合と規定し︑
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つまり︑マルクスは不変資本の割合が大きければ︑
利潤率は不利な筈だが︑資本間の競争がこれを調整
し︑結局︑不変資本の割合の異なる部門間で利潤率
の格差は存在しないと考えるのである︒
生産価格論における利潤率の格差は︑各商品部門
の格差の問題である︒同一商品部門内での不変資本
の割合の大小は︑利潤率の大小に必ずしも相関しな
い︒何故なら︑可変資本の不変資本への変換は︑技
術革新による生産性の向上を意味する場合が多いか
らである︒それを行わなければ競争相手に特別剰余
価値の獲得を許容し続けることになる︒
特別剰余価値は例外的に高い生産力の普及によっ
て消減する︒そのことによってその商品部門全体の
不変資本の割合は︑他の商品部門よりも大きくなる︒
それぞれの商品生産部門で相対的剰余価値の生産が
進展し︑不変資本の割合はそれぞれに大きくなる傾
向にある︒だが︑当然︑機械化︑自動化等の生産手
段の改良によって生産性を向上させ易い部門とそう
でない部門とが存在する︒その割合は様々である︒
不変資本の割合の如何に関わらず︑利潤率は競争︑
資本流動によって等しくなるとするマルクスは︑で
は不変資本の割合の増加は利潤率の低下に導かない

と考えているのかといえばそれは全く反対である︒
ただ同じ時期に並存している不変資本の割合の様々
の資本間で利潤率の格差は生じないとしているだけ
である︒結局のところ総資本としては不変資本の割
合の増加は︑利潤率の傾向的低下をもたらさざるを
得ない 第(三巻第三篇﹁利潤率の傾向的低下の法則﹂
参照 ︒)資本間の競争によって︑その負担が均等化す
ると考えているのである︒

利潤率の平均化は︑価格を費用価格 不(変資本十可
変資本 に)平均利潤を上乗せしたものを標準に変動
するように導く︒つまり生産価格 不(変資本十可変資
本十平均利潤 を)形成する︒ところで商品の本来の価
値は︿不変資本十可変資本十剰余価値﹀であるから︑
生産価格の商品価値からの乖離は︿平均利潤︱剰余
価値﹀となる︒この乖離分がプラスの資本は価値以
上に商品を売っていることになり︑マイナスの資本
は価値以下に売っていることになる︒この乖離分を
特にマルクスは命名していないので便宜上﹁乖離利
潤﹂と名付けておこう︒

マルクスの論理に従えば︑不変資本の割合が大き
けれぱ大きい程︑この乖離利潤は大きくなり︑可変
資本の割合が大きけれぼ大きい程小さくなる マ(イ
ナスの乖離利潤が大きくなる ︒)もちろん総計すれぱ
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総資本では乖離利潤はゼロである︒だから総価値＝
総価格である︒不変資本の割合が平均の部門ではや
はり乖離利潤はゼロとなり︑価値と価格は一致して
いるとマルクスは考えている︒

第二節 生産価格論の問題点

転形論争の盲点

生産価格論をめぐってマルクス経済学の内外で活
発に論争が展開されている︒残念ながらこの論争を
整理する能力がない︒ただ論争の盲点になっている
と思われる点を少し指摘しておきたい︒

﹁転形論争﹂は︑価値が生産価格にとって代られ
る︑価値の生産価格への転形が正しく証明されてい
るかどうかという形で展開されている︒転形はいわ
ば事実として前提され︑より正しいその証明を求め
る傾向が強い︒本来なら︑価値と生産価格が本当に
乖離するのかどうかが議論されるべきである︒

不変資本の割合が増加しても︑何らかの条件が利
潤率の低下を相殺︑補填して︑平均利潤率を維持す
る場合にだけ︑資本構成が高度化しうるのではない
か︒従って︑生産価格論では価値からの乖離︑乖離
利潤の存在を説くのは早計ではないかという疑問を
まず立てるべきである︒
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合はその一因かもしれないが︑他にも原因がある筈
である︒他の場合も同様に均等化するのか︒とする
と︑資本をどの部門に投資しても同じ利潤が得られ
ることになるが果してそうか︒各生産部門ごとに部
門内の平均利潤率を示す表があって︑これらがほぼ
等しくなっているという例証が欲しいところだ︒

利潤率の均等化を促すように資本が流れることが︑
生産価格形成の前提である 第(十章 〜 頁 ︒)とこ
ろがいったん生産価格が形成されると利潤率は等し
いから資本は流れないことになる︒とすると不変資
本の割合の大きいところでは利潤率が低かったので
資本が逃げる︒生産量が減って︑価格が上昇する︒
その結果︑平均利潤の水準に達したのであるから︑
そこで固定しなければならない︒だから常に供給が
過少の状態で固定することになる︒逆に︑可変資本
の割合の大きいところでは供給が過剰の状態で固定
することにたる ( 〜 頁 ︒)
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もしそんなことになれば︑供給が過少の場合には︑
たとえ利潤率が低くても︑価格を下げて薄利多売で
いけば︑同部門の競争相手に勝てるので︑価格は下
がる︒逆の場合は︑供給過剰のべースが累積すれば
やがて売れ残るようになり︑ますます価格を下げる
ことになるので︑生産が手控えられ︑価格は上昇す
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マルクスは決して︑生産価格論で生産価格が価値
から乖離することを実証したわけではなかった︒あ
たかも価値と価格が乖離して当然のような先入見を
持っていると︑問題なのはマルクスの事実説明の仕
方であって︑乖離の事実についての指摘ではないよ
うに思われ勝ちである︒価値と価格の一致は第一巻
でも法則的なものにすぎない︒個々の商品交換の事
例では︑ほとんどの場合︑乖離しているわけだ︒
だから個々の取引における乖離の事実は︑生産価
格論におげる乖離の事実とは全く次元が異なる︒生
産価格論における乖離は︑価値の生産価格への転形
であるから︑︿費用価格十平均利潤﹀が市場におけ
る価格変動の中心として機能していること︑なおか
つ︑それが価値とは乖離していることを実証しなけ
ればならない︒マルクスは計算方法については︑詳
しく説明しているが︑それを経済統計によって裏づ
けているわけではないのである︒

平均利潤への利潤率均等化の論証問題
平均利潤へ利潤率が均等化するという法則にも問
題がある︒現実の利潤率の格差がどこから生じてい
るのかが明らかでなければならない︒不変資本の割
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ることになる︒このように正常な均衡状態に復して
も資本構成比は以前のままだろうから︑資本構成比
による利潤差を解消するように価格が費用価格十平
均利潤に落ち着くとも︑それを基準にするとも断定
できない︒
このような競争による転化論のもつアポリアの指
摘に対しては︑生産価格が成立する平均利潤率のも
とで社会的需給が一致するのであり︑価値にもとづ
く需給一致の状態から不均衡な生産価格へ歴史的に
転化するのではないとする反論がある︒
しかし︑それでは資本構成比の違いによる利潤率
の格差があって︑それを解消するように資本が流動
するという論理は成り立たない︒資本構成比の違い
による利潤率の格差を論じる段階では︑価値による
均衡が前提されていたのだから︑その状態から資本
が流動すれぱ︑当然不均衡に陥る︒
そこで︑最大限利潤の追求という論理からだけ平
均利潤の形成︑生産価格の成立が説かれることにな
る︒しかし︑それでは労働価値説にもとづく価値法
則の展開をふまえて︑そのうえで︑競争原理によっ
て価値が生産価格に転化し︑価値から価格が乖離す
るという体系的な展開にならないから︑イデオロギ

ーとしてはともかく︑経済学としての一・二巻の意
義がなくなってしまう︒

また︑不変資本の割合が大きければ生産設備も大
きいと考えられるから︑資本量も大きい︒すると︑
生産設備を放棄して資本が移動することは赤字でな
い限り少ないから︑費用価格分は必ず再投資される︒
マルクスは搾取率の部門間格差はないと仮定してい
るから︑可変資本の割合が少ないので︑自由に移動
できる剰余価値の費用価格に対する割合も小さい︒
つまり不変資本の割合が大きいために利潤率が低い
部門から︑可変資本の割合が大きいために利潤率の
高い部門への資本移動は大して望めない︒

その反対に︑可変資本の割合が大きければ︑生産
設備も小さい手工業的なものが多いと考えられる︒
したがって資本量も小さいだろう︒それ程︑再投資
する必要はないわけだ︒そのうえ︑可変資本の割合
が大きいから利潤が大きいことになっているので︑
その分︑資本は他部門に移動可能である︒

儲かるなら︑同部門に利潤をどんどん再投資すれ
ばよさそうである︒しかし再投資するにもたいした
設備はいらない︒職人を増せばよいのだがその供給
源は知れていて︑大して増すことはできない︒それ
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割合が大きいわけで︑利潤率が高いと言える︒問題
は搾取率一定の仮定である︒もし︑不変資本の割合
が大きい部門は︑その代り搾取率も高くて︑利潤率
の低下を相殺するならどうか︒

﹁それぞれ違った量の生きている労働を動かす諸
資本が そ(の大きさに応じてー筆者 ︑)それぞれ違った
量の剰余価値を生産するということは︑労働の搾取
度即ち剰余価値率が等しいということ︑または︑そ
こにある相違が現実的または想像的 慣(習的 な)補償
理由によって均等化されたものとみなされるという
ことを︑少なくともある程度までは前提する︒この
ことは労働者たちの問の競争を前提し︑またある生
産部門から他の生産部門への労働者の不断の移動に
よる均等化を前提する︒﹂ ( 頁 )

﹁このような不断の不均等の不断の均等化 利(潤率
及び剰余価値率＝搾取率の均等化−筆者 が)ますます
はやく行なわれるのは︑

一( 資)本がいっそう可動的な場合︑すなわちある一
つの部門や場所から他の部門や場所に資本をいっそ
う容易に移せる場合であり︑
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ゆえ可変資本の割合が大きいため利潤率の高い部門
から︑不変資本の割合が大きいので利潤率の低い部
門への資本の流れは大いに望めることになる︒だか
らマルクスの予想とは反対方向にも資本は流れるわ
けで︑必ずしも︑資本の流れで利潤率が均等化する
とは言い難い︒
それにマルクスの論法では︑利潤率の高い可変資
本の割合の大きい部門に資本が流れると生産過剰に
見舞われるので利潤率が低下することになるだろう
が︑それは︑その部門で既成の資本に対抗して新資
本が競争的に参入する場合である︒利潤率の高い資
本への投資は︑更に価値生産性を昂めるために有効
に使われるかもしれない︒これに対して利潤率の低
い資本は︑資本の流出のために価値生産性を昂める
ことができず︑さらに利潤率を下げる場合も考えら
れる︒

搾取率一定の仮定の問題
次に不変資本の割合が大きくなると利潤率は小さ
くなるという仮定も疑ってみよう︒搾取率がどの部
門でも同じだとすると︑可変資本の割合が大きい程︑
費用価格 不(変資本十可変資本 に)対する剰余価値の
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二 労働力をある部門から他の部門へ︑またある生
労働者の最大の関心は賃金である︒賃金は労働力
(
)
産地点から他の生産地点へいっそうはやく動かせる
の再生産費︑要するに家族の生活費によって規定さ
場合である︒ 中略
れている︒だから労働者にすれば︑最低限度の文化
(
)
的な生活ができる費用を保障されればよいわけで︑
第二のことは次のようなことを前提する︒労働者
どれだけ搾取されているかには大した関心は示さな
が一つの生産都門から他の生産部門に︑またはある
い︒労働の複雑度に差がなければ︑その労働力再生
生産地点からどこか他の生産地点に移動することを
産費にも差がないと考えられるから︑労賃は等しい
妨げるような法律をすべて廃止すること︒自分の労
と仮定できる こ(こでは具体的な賃金体系に関する
働の内容に対する労働者の無関心︒すべての生産部
検討は省略する ︒)ところで労働の複雑度が違う場合
門の労働ができるだけ単純労働に還元されること︒
はどうだろう︒
労働者たちの間の職業的偏見がすっかりなくなるこ
と︒最後にそして特に︑資本主義生産様式への労働
複雑労働は単純労働に還元でき︑搾取率が等しい
者の従属︒これについてこれ以上詳しく述べること
とすれば︑複雑度と賃金が正比例する筈である︒つ
は︑競争に関する特殊研究に属する︒﹂
〜 頁
まり二倍の複雑度を示す労働は２倍の労賃を得れる
(
)
筈である︒実際には︑労働者は生活費のために働く
のであるから︑２倍の労働の複雑度を維持できれば︑
労賃は 倍でも 倍でもよい︒複雑度と生活費が比
例するという統計はない︒
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搾取率に部門差がないという仮定は︑労働者間の
自由競争︑労働力の流動性が高いことを前提してい
る︒そのうえでマルクスは︑搾取率の低い方に労働
者が流れることを仮定している︒しかし︑搾取率の
高い程︑労働者が嫌うとは限らない︒搾取率を高め
るために労働時間を延長したり︑労働の強度︑密度
を昂めたり︑その他労働条件を悪くすれば︑たしか
に労働力が逃げ出したり︑組織的抵抗にでたりする
ことが考えられる︒そうでない限り︑搾取率の高低
は直接︑労働力の逃避につながらない︒
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1.5

これは十九世紀には思いも及ばないことであった
が︑労働の複雑度に比例して労賃を出せば︑賃金格
差が大きすぎて︑単純労働者の相対的な窮乏感を強
めることになり︑資本主義体制の維持にマイナスで
ある︒かえって︑賃金はできるだけ平等な生活給に
し︑格差は少なめにして︑名目的に差をつけること

1.2
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にし︑栄誉心をくすぐる程度でけっこう精神的な刺
激になるのだ︒

乖離利潤 ＝(平均利潤︱剰余価値 を)想定しなくても
よいのではないかとも考えられる︒不変資本の割合
が大きいことによる利潤の不利は︑搾取率を上げる
様々な工夫で相殺されているのかもしれない︒

例えば︑極端な例で考えてみると︑一方の資本は
不変資本と可変資本の割合が１対９で剰余価値率
＝(搾取率 が)百％である︒これと同じ利潤率をあげる
ためには︑他方の資本の労働の複雑度は何倍でなけ
ればならないか︒他方の資本の労働者の給与が２倍
で︑労働者数は９分の１︑つまり不変資本対可変資
本は８対２とする︒この場合︑前者に対して後者の
労働の複雑度は約 倍でよい︒労働の複雑度と資本
の回転率が正の相関関係にあれば︑複雑度はもっと
低くてもよいことになる︒

この程度の労働の複雑度の格差がありうるのかあ
りえないのかの判断は読者にまかせる他ない︒経済
上の統計を掲げることができないので机上の空論で
しかないが︑残念ながら﹃資本論﹄も計算方法を示
しても実際の経済統計を示していないのである︒も
しこの程度の格差が可能ならば︑たとえ費用価格十
平均利潤に生産価格が決まるとしても︑それは費用
価格十剰余価値に等しくなり︑価格は価値から乖離
していることの論証は失敗している︒
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そこで︑複雑度の高い労働を多く含む部門の搾取
率は高くなる︒熟練度の高い労働が機械に代替され︑
単純労働が機械の補助をする場合は︑搾取率は他の
条件を捨象すれば低くなる︒逆に単純労働が機械に
代替され︑機械の操作︑管理︑修理︑改良等の技術
的労働が主たる部分を占めるようになると︑搾取率
は高くなる︒前者は産業革命期の合理化の特色を示
し︑後者はオートメ化期の合理化を示す︒
マルクスの論理では︑労働が単純労働化して︑無
差別になるから搾取率が一定化するという想定があ
ったのかもしれない︒これまでのところ︑労働は単
純化の傾向だけでなく︑分業の展開で多様化の傾向
も見せており︑新たな複雑労働も多く出現している︒
労働の複雑度は︑労働者の労働の価値生産性によっ
て決まるのであり︑賃金の格差によって決まるので
はない︒賃金格差は労働の複雑度からだけ生じるの
ではないから︑賃金格差から推量するよりずっと複
雑度は多様なのかもしれない︒
仮に︑︿費用価格十平均利潤＝生産価格﹀が成立
しているとしても︑搾取率が一定でないとしたら︑

5.5

搾取率一定は生産価格の価値からの乖離を論証す
る方法的前提である︒マルクスはこれを労働力の流
動化と単純労働化傾向からの帰結と考えたのである︒
そういう形での労働の抽象化が︑労働からの労働条
件の疎外を産み︑それが生産価格の価値からの乖離
として現われるという後期マルクスの経済学批判と
しての疎外論がここにも見出される︒

第三節 マルクス物神性論と生産価格論

価値法則と生産価格論

マルクスは利潤率均等化を価値法則よりもより直
接的で︑より強力な法則と考え︑両法則を同時に充
すように生産価格が形成されるというようには論理
化しなかった︒両法則は矛盾し︑価値と価格は乖離
して︑価値法則は︑総量一致命題として︑乖離幅の
制約として機能することになる︒

では何故マルクスは利潤率均等化法則を価値法則
よりも強力と考えるのか︒それはいわゆる資本の論
理に基づいている︒費用価格部分はもちろん生産価
格を構成する︒問題は剰余価値部分である︒小商品
生産の場合は︑剰余価値部分も直接生産者のものに
なる︒だから価値からの生産価格の乖離は︑その限
りでは問題にならない︒

ところが資本制のもとでは︑賃金労働者は剰余価
値都分に関われないので︑その都分は資本家が資本
の論理に基づいて処理することになる︒投資の目的
は︑剰余価値の取得自体ではなく︑最大限利潤の追
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求であるから︑平均利潤を獲得できる形にしか資本
は動かないと考えるわけである︒つまり︑剰余価値
全体を各資本家が投資額の割合に従って分け合うと
いう理屈である︒
だが︑この理屈は︑たしかに資本家の事情を説明
しているが︑それが市場で需給関係の一致点︑変動
の基準点になりうるかどうかは別問題ではなかろう
か︒平均利潤を獲得できるように資本が利潤率の悪
い方から良い方に流れることによって利潤率が均等
化するという論理は先述したように説得力がない︒
また利潤率は悪くても︑生産効率がよいから薄利多
売にして資本の回転を速くすれば利潤量は多くなる
わけで︑必ずしも平均利潤率をプラスした乖離利潤
つき生産価格が必要なわけではない︒
それに投資総額に対して平均利潤を求める傾向は
小商品生産でも資本制生産でも本質的に変わるわけ
ではないのだ︒小商品生産でも剰余価値分は価格変
動の起り易い部分であり︑費用価格を割らないよう
に直接生産者が売り手の場合は価格の下限を費用価
格に置くのである︒その点資本制生産における資本
家も全く同じである︒もちろん︑小商品生産の場合
は︑おしなべて可変資本の割合が大部分を占めてい
るから︑資本構成比による利潤率の差は問題になら

ない︒その点︑大工業の発展は不変資本の割合増に
よる利潤率低下をもたらすように思われる︒しかし︑
現実には︑資本構成比による利潤率の格差は見当ら
ない︒それは何故かという問題はたしかに存在する︒
マルクスはこの利潤率均等化を価値法則からの逸脱
と見なしたわけである︒

しかし︑平均利潤を得られなければ投資しない︑
或いは投資したくないという資本家の願望や︑資本
の傾向は理解できるとしても︑だからと言って自動
的に平均利潤を不変資本の割合が高くても得れるわ
けではない︒マルクスはそれを直接混同して論じて
いるのだ︒

資本構成比が高いために平均利潤が得られなけれ
ば︑資本構成比を低くするか︑その商品部門ではそ
れは不可能ならばその低い利潤で頑張るしかない︒
マルクスはその商品部門の競争資本が減るから供給
が少なくなり価格が上昇するとするが︑それはしか
し︑生産価格が価値の転形であるという立論からず
れることになる︒供給が少なければ残った資本が同
じ資本構成比で生産を増して︑利潤率は変わらない
が利潤量は増大させると考えるのが正当である︒
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もちろん低い利潤に満足する筈はない︒絶対的・
相対的剰余価値の生産の向上のための様々な努カ︑
工夫がなされ︑資本構成比の高いことによる利潤率
の低さを克服できた資本が結局はその商品部門を制
することになる︒
その際に︑資本構成比が高いので利潤率が低くな
るからその分乖離利潤を上乗せしようとすれば︑逆
に費用価格十剰余価値でも利潤があるのだから︑そ
れで売ってくる資本との競争に負けることになる︒
具体的な平均利潤を得るための努力はむしろ価値
法則に沿って行われるのであり︑それは第一巻︑第
二巻の延長上でもよかったのではないか︒マルクス
の理屈では︑生産価格は価値の代替として機能する
のだから︑乖離利潤の想定にはもっと慎重であるべ
きだった筈である︒いかに幻想的であれ価値機能を
果すものを労働以外に求めるのだから︒
生産価格を論じる段階では︑価値法則の土俵上で
平均利潤を求める資本の傾向を説くべきである︒資
本構成比による利潤率の不利を解消する傾向は︑市
場の論理としてはあくまで価値均衡に従って行われ
るが︑自由競争は集中︑独占に転化し︑公正な価格
形成は往々にして阻害され易い︒資本構成比の高い

資本は規模が大きいから︑利潤率の低さをカバーし
ようとして︑独占価格を設定したり︑不公正な価格
操作を行って平均利潤を確保しようとする︒その段
階で価値からの乖離を問題にしても遅くはないので
はなかろうか︒マルクスの論理には資本の流動性か
らだけ自動的に平均利潤が保障されているような錯
覚がある︒資本の論理はそれ程甘いものではないだ
ろう︒

生産価格論の中の物神性論の叙述

マルクスを単純に投下労働価値説に立つ者とのみ
捉え︑価値法則が貫徹すればマルクスにとって都合
がよいので︑乖離を妥協的に認めた生産価格論など
は苦しまぎれの言い訳だと受け止めるのは全く的は
ずれである︒逆にマルクスは価値からの生産価格の
乖離を︑彼自身の経済学の方法論的な立場から求め
ているのであって︑乖離の帰結は強引ですらある︒
生産価格論がマルクス物神性論から由来することは
次の各引用から全く明白である︒先にまとめて引用
しておこう︒

﹁資本のすべての部分が一様に超過価値 利(潤 の)
源泉として現われるということによって︑資本関係
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は神秘化される︒とはいえ︑利潤率を通じての移行
によって剰余価値が利潤という形態に転化される仕
方は︑すでに生産過程で起きている主体と客体との
転倒がいっそう発展したものであるにすぎない︒す
でに生産過程でわれわれは労働のすべての主体的な
生産力が資本の生産力として現われるのを見た︒一
方では価値が︑すなわち生きている労働を支配する
過去の労働が︑資本家として人格化される︒他方で
は逆に︑労働者が単に対象的な労働力として︑商品
として現われる︒このような転倒された関係からは︑
必然的に︑すでに単純な生産関係そのものの中でも︑
それに対応する転倒された観念︑移調された ず(れた
ー筆者 意)識が生じるのであって︑この意識は本来の
流通過程の種種の転化や変更によっていっそう発展
させられるのである︒﹂ ( 頁 )
﹁資本の各部分は一様に利潤を生むという理論的
見解は︑一つの実際上の事実を表わしている︒産業
資本の構成がどうであろうと︑たとえば︑それが４
分の１の死んだ労働と４分の３の生きている労働と
を動かすのであろうと︑４分の３の死んだ労働と４
分の１の生きている労働とを動かすのであろうと︑
すなわち一方の場合には他方の場合の３倍の剰余労
働を吸収しようとも︑言い換えれば３倍の剰余価値
を生産しようとも︑︱︱労働の搾取度が同じならば︑
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またどちらの場合にも生産部門全体の平均構成だけ
が問題なのだから︑どのみち消えてしまう個々の相
違を無視すれば︱︱どちらの場合にも産業資本は同
じ利潤を生むのである︒視野の広くない個々の資本
家が︑自分の利潤は自分または自分の部門が使用す
る労働だけから生まれるのではないと思うのも当然
である︒これは彼の平均利潤については全く正しい︒
この利潤がどこまで総資本すなわち彼の資本家仲間
全体による労働の総搾取によって媒介されているか︑
この関連は彼にとって完全に神秘なのであるが︑し
かもブルジョワの理論家である経済学者たちでさえ︑
今日までそれを明らかにしなかったからなおさらそ
うなのである︒労働を︱︱といっても一定の生産物
を生産するために必要な労働だけでなく︑使用する
労働者の数をも︱︱節約して︑死んだ労働 不(変資本 )
をいっそう多く充用することは︑経済的には全く正
しい操作として現われ︑もともとけっして一般利潤
率や平均利潤を侵すものではないように見える︒そ
うだとすれば︑どうして生きている労働だけが利潤
のただ一つの源泉だと言えようか な?ぜならば︑生産
のために必要な労働の量を減らすことは︑ただ単に
利潤を損わないものに見えるだけではなく︑むしろ
ある事情のもとでは︑少なくとも個々の資本家にと
っては︑利潤を増すための一番手近な源泉として現
われるからである︒﹂ ( 〜 頁 )
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﹁生産価格は平均利潤を含んでいる︒われわれは
一( 平)均利潤︒これは︑種々の生産部門にある資本
これに生産価格という名を与えた︒それは︑アダム・
の有機的構成にかかわりなく︑したがってまた︑与
スミスが自然価格と呼び︑リカードが生産価格また
えられた搾取部門で与えられた資本によって取得さ
は生産費と呼び︑重農学派が必要価格と呼んでいる
れる生きている労働の最にもかかわりがない︒
もの︱︱といっても彼らのうちだれも生産価格と価
二( 労)賃の高さの変動の結果としての生産価格の
値との区別を展開しなかった︱︱と事実上同じもの
上昇と低下︱︱この現象は︑商品の価値関係とは一
である︒なぜならば生産価格は︑長い期間について
見全く矛盾している︒
見れぱ︑供給の条件であり︑それぞれの特殊な生産
部門の商品の再生産の条件だからである︒また︑商
三( 市)場価格の変動︒この変動は︑ある与えられた
品の価値が労働時間によって︑つまり商品に含まれ
期間の商品の平均市場価格を市場価値にではなく︑
ている労働量によって規定されることに反対するそ
この市場価値から偏っていて非常に違っている市場
の同じ経済学者たちが︑なぜきまって生産価格を市
生産価格に引き戻す︒すべてこれらの現象は︑労働
場価格の変動上の中心として論じるのかもわかるで
時間による価値の規定にも︑不払剰余労働から成っ
あろう︒彼らにそのようなことができるのは︑生産
ている剰余価値の性質にも矛盾しているように見え
価格が︑商品価値のすでに全く外化された明瞭に無
る︒つまり︑競争ではすべてが逆さまになって現わ
概念な形態だからであり︑つまり競争のうちに現わ
れるのである︒表面に現われているとおりの︑経済
れているとおりの︑したがってまた卑俗な資本家の
的諸関係の完成した姿は︑その現実の存在にあって
意識のなかに︑したがってまた卑俗な経済学者の意
識のなかにあるとおりの形態だからである︒﹂ ( 頁 ) は︑したがってまたこの諸関係の担い手や代理人た
ちが︑この諸関係を明らかにしようとして抱く観念
のなかでも︑この諸関係の内的な︑本質的な︑しか
し蔽い隠された核心の姿およびそれに対応する概念
とは非常に違っており︑またそのような姿や概念に
対して実際に逆さまになっており︑反対になってい
るのである︒﹂︵ 頁︶
﹁しかし競争によっては示されないもの︑それは
生産の運動を支配する価値規定である︒価値こそは︑
生産価格の背後にあって究極においてそれを規定す
るものである︒これに反して︑競争が示しているの
は次のものである︒
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つまり労働から疎外された対象化された労働が︑
労働とは外的な物の属性として生きた労働と対立す
る結果︑価値として自己増殖する︑これが資本の物

だから︑マルクスは価値と生産価格が全く乖離し
て も(ちろん剰余価値がマイナスにならない範囲で )
いる事実から出発したかのごとくであるが︑むしろ︑
労働から︑従って労働時間としての価値から自立し
ているかのように資本が運動するので︑資本の自已
増殖となり︑それにそって価格の標準自体が価値か
ら乖離したところに落ち着くことになるという仮定
から出発している︒

そしてそう思うのも無理はないとマルクスは言う
のだ︒なぜなら剰余価値部分は総資本によってまと
められ︑投資額に比例して利潤が割り当てられるの
と同様の結果を競争がもたらすからだとする︒この
競争原理に関するマルクスの説明は︑利潤率差によ
る資本移動︑搾取率差による労働力移動が平均利潤
率及び搾取率一定をもたらすとするが︑それは先述
したように説得力がなく強引である︒それに裏づけ
の経済統計がないのである︒

以上が生産価格論の中に出てくる物神性論の直接
ばその分は不変資本部分の働きだと思われることに
なる︒
的な叙述の主要部分である︒価値の唯一の源泉は労
働者の生きた労働であるという労働価値説の立場と︑
価値が物の属性として現われることによって︑労働
から自立し︑資本として自己運動するというマルク
ス物神性論が一体的に主張されている︒生産価格が
価値から乖離する生産価格論はその当然の帰結なの
である︒
生産価格論における物神的倒錯は︑資本が利潤を
生むという一見自明な現実である︒利潤は投資額 費(
用価格 に)比例して形成される︒もちろん利潤も費用
価値を上廻る部分だから剰余価値の費用価格に対す
る割合のことである︒ところが競争が利潤率の均等
化をもたらすので︑費用価格に比例して利潤が形成
されることになる︒
マルクスは搾取率一定の仮定に立っているうえ︑
剰余価値は労働者の労働だけが形成しているから︑
剰余価値は費用価格に比例しない︒だから利潤と剰
余価値は乖離することになる︒そしてこの乖離幅が
大きいと︑利潤が労働によって形成された剰余価値
の転形であることは隠蔽されてしまう︒そうすると︑
利潤をもたらしたのは労働だけではないように思わ
れる︒不変資本の割合が多くても利潤率が同じなら
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神性である︒だからかえってマルクスに言わせれば︑
死んだ労働の方が価値を増殖すると思い込まれる︒
可変資本を節約して不変資本に置き換えた方が利潤
をより多く生みだすと思われるのである︒
しかし︑この利潤は本当は剰余価値の転形である
以上︑可変資本の割合の減少は総資本としての利潤
率の減少を結果する︒だから価値法則を無視したツ
ケは総資本としては回ってくる︒
資本の物神性は︑資本家をもあざむく︑生産性を
向上させるために不変資本の割合を増加させようと
努力すれぼする程︑労働を行う労働力を減少させて
しまって︑結局は利潤の本体である剰余価値を減少
させてしまう︒マルクスはこの論理に相当自信があ
るらしく︑総資本の利潤率の傾向的低下法則として
定式化してしまった︒だがマルクス死後既に百年以
上経過したがそれを裏づける傾向は見られない︒
利潤率の傾向的低下法則も︑資本構成比による利
潤率格差を是正する運動が乖離利潤を伴う生産価格
を形成するという仮説に基づいたものである︒資本
の労働からの疎外︑資本の物神性に由来しているの
だ︒たしかに不変資本の割合増加は利潤率を下げる
契機である︒しかし︑それは抽象的な意味でそうな

のであり︑実際に不変資本の割合が増加すれば利潤
率が下がるというわけではない︒

不変資本の割合を増加させる場合には︑それによ
って生産性が向上するなりして利潤率が維持される
前提がなければなかなか増加させようという気にな
れないだろう︒ところが新鋭機採用によって︑特別
剰余価値を得るために不変資本の割合を大きくして
いた場合には︑例外的な生産力の普及によって︑そ
の商品生産部門全体の不変資本の割合が大きくなる
し︑特別剰余価値もなくなる︒そうなれば当然︑そ
の商品生産都門全体の利潤率が他部門に比して低く
なる筈だが︑実際には不変資本割合比格差による利
潤率格差はないというのがマルクスの注目した事態
である︒

しかし︑不変資本の割合が大きくなればそれだけ
労働の集約化が進み︑個々の労働者の労働はより単
純化しても︑集団的には複雑度は飛躍し︑従って搾
取率も昂まる︒これは既に﹁特別剰余価値﹂を論じ
る際に言及した︒その他既述した価値法則にもとづ
く事態の説明も可能であったろうに︑マルクスはあ
えて︑物神性論によって価値法則を踏みはずしたの
である な(おマルクス生産価格論をマルクス物神性
論の展開として把握しようという研究は未だ緒につ
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いたばかりである︒注目すべき業績としては︑Ｗ．
Ｊ．ボーモル﹁価値の転形ーマルクスの﹁真意﹂ 一(
解釈 ﹂)︿﹃論争・転形問題﹄所収︑東大出版会﹀が
あげられる ︒)

資本としての人間
マルクスは生産価格論に物神性論から接近するこ
とによって︑価値からの乖離が実証すべき事項では
なくて︑説明されるべき前提になってしまった︒そ
のため資料面での裏づけが甘く︑説得力に欠ける︒
説明の前提になった様々な仮定も机上の空論にな
るような仮定が多い︒実際それらの仮定が本当に成
立し︑搾取率も一定で︑利潤率均等化法則も価値法
則よりも直接的にはより強力に作用し︑乖離利潤を
伴う生産価格が価値の転形として成立しているなら
ば︑資本主義社会の構造分析として論理的には非常
に見事な構成である︒
社会の経済構造それ自体が労働の搾取によって成
り立っていながらそれを隠蔽して︑自己展開の論理
の中に転形する働きをするわけで︑その中にある意
識はこの転形による歪みを逆に正常とみなすのであ

る︒構造の全体的な力︑全体化的な力が意識を包摂
することによってより強力となり︑それが構造の前
提となる こ(の分析視角は︑高橋洋児﹃物神性の解読﹄
勁草書房参照 ︒)

マルクス﹃資本論﹄は資本主義経済を構造として
捉えようとしたところに画期的な意義がある︒その
面を強く指摘しているのがアルチユセール﹃資本論
を読む﹄ 合(同出版 で)ある︒

﹃甦えるマルクスⅠ・Ⅱ﹄で初期の自已疎外論的
なヒユーマニズムと後期の構造認識を対立的に捉え
るアルチユセールは︑﹃資本論﹄中に展開されてい
る労働から労働条件が疎外される疎外論や物神性論
をヒユーマニズムの残滓として除去しようとしてい

る (Louis Althusser:Lenin and Philosophy and Other
〜 92)
︒
Essays,NLB, London, 1971, p.86

また︑アルチユセールと比較すれば廣松渉は物神
性論を自己疎外論から区別して︑マルクス物神性論
こそが構造認識を可能にするとする ﹃(資本論の哲
学﹄日本評論社 ︒)

だがマルクス﹃資本論﹄自身が構造成立を労働か
らの疎外論によって基礎づけており︑労働と資本︑
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価値と価格の疎外︑乖離等が構造を織り成しており︑
﹃言葉と物﹄ 新(潮杜 で)フーコーは﹁人間の終焉﹂
またそれ故に特有の矛盾を抱え込んでいることにな
と﹁言語の支配﹂を説くが︑この場合フーコーのい
っている︒だから︑マルクスの構造的認識は︑自己
う﹁人間﹂とは近代的自我︑抽象的個我である︒人
疎外論＝労働疎外論と切り離せないのである︒この
間を身体及びそこに宿るコギトの枠組の中で理解し
ことはアルチュセールのようにヒューマニズムを切
ている限り︑意識や社会を全面展開できないのは固
って構造認識を採ったり︑廣松渉のように疎外論と
より自明である︒人間を身体的諸個人としてのみ把
物神性論を対立させたりすることはマルクスの解釈
握しておいて︑そのうえで自然との物質代謝や︑生
としては一面的であることを示しているといえよう︒ 産物との関わり等を説くから︑人間と事物︑人間と
社会構造の抽象的対立の形式が超克できないのであ
アルチュセールがヒューマニズムと科学＝構造認
る︒
識の対立について語るとき︑抽象的︑理念的な人間
の立場から現実の重層的な矛盾の構造の把握への視
﹁人間﹂はむしろ存在のカテゴリーである︒その
点の転換が目指されている︒実は︑そこで見出され
定在には人間的自然 人(間の非有機的身体及び諸個
る構造それ自身が人間の疎外された現実だというの
人の身体︱三木清の用語を使えば﹁交渉的存在﹂︱ )
がマルクスの立場である︒
のすべてが含まれる︒それら人間体 人(間の定在 の)関
わり方︑存在様式こそが人間の現存であり︑人間関
アルチュセールは構造認識こそが社会的諸関係の
係に他ならない︒それを基礎に意識的諸関係が生起
アンサンブルとしての人間把握だと考えてはいるが︑ するのである︒もちろん意識的諸関係なしに物質的
しかし︑構造それ自身を人間として把握しているわ
土台もないのではあるが︑かと言って意識的諸関係
けではない︒マルクスも構造に人間の疎外された現
が物質的諸関係の意識であることは否定できない︒
実を見出しながらも︑構造と人間の抽象的区別に立
その意味では意識は物質の意識である︒意識中枢が
ち停っている︒そこがマルクスの人間観の限界なの
身体内にあることは︑意識の個我性︑恣意性を支え
である︒
るが︑身体自身が人間的諸連関によって物質的にも
意識的にも規定されている以上︑それが社会的連関
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自身の意識︑意識対象自身の意識でもあることを否
定することはできない︒
意識内部におけるこの個我性と︑意識が意識され
た対象の意識への現われであるという対立︑主観の
能動性と受動性の対立が主観・客観的認識を構成す
る︒この認識図式の問題では︑認識自体がこの対立
図式の運動であり︑またその成果である面は正当に
評価すべきだ︒
だが主客図式を固定的に捉えると論理的意識の生
産としての認識過程の考察では︑労働過程論での議
論のように︑個我のみに絶対的な主体性を付与する
ことになりかねない︒
認識主体としてのコギト︑内在的理性と︑認識手
段及び認識対象という図式では︑はじめからコギト
が形而上学的実体として前提されてしまう︒それで
は身体中心主義でおわってしまうのだ︒身体は核で
はあっても身体だけに主体性︑能動性があるのでは
ない︒あくまで人間的自然全体を構成する人間的自
然すなわち諸生産物 身(体も含め の)相互連関が人間
的諸関係及び人間的意識のコードを形成するのであ
る︒

もちろん︑私的利害によって諸個人の恣意的な意
識や行動が形成され︑コギトの自由な意識がいかに
闊歩しても︑それは全体的連関から形成されている
コードの枠組の中でのコードヘの従順及び反撥にす
ぎない︒

人間を身体的諸個人に限定して︑人間的諸事物及
びその連関をあくまで人間でない物︑人間のたんな
る手段︑対象でしかない物︑死んだ物としてのみ把
握すると︑真の意味で疎外や疎外の克服も語れない
し︑物化や物象化も倒錯でしかない︒

身体主義的人間観では︑自我は身体にとじ込めら
れ発展性を喪失する︒実際の人間たちは︑自分を決
して身体としか捉えないのではなく︑自分の造り出
した生産物の中にも︑自分の服装その他の所有物の
中にも︑自分が関係する他人たちや諸事物への影響
を通して︑それらの他人たちや諸事物の中にも見出
しているのである︒

その場合に︑自我へと統合された諸事物が︑自我
の意識内容と関連を形成しているのであり︑その意
味で意識は諸事物の反省である︒それによってまた
諸事物は社会的連関を形成する︒だから身体的諸個
人に自我を限定し︑自我の定在領域としての人間を
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身体にのみ限定するのは︑まさしくイデオロギー的
人間概念にすぎない︒
このような﹁人間観の転換﹂によってこそ︑マル
クスの格闘した問題を批判的に継承できるのである︒
本源的蓄積がもたらしたのは︑労働者と生産手段の
分裂︑対立であった︒労働者は単なる裸一貫の労働
力に︑生産手段は資本家の専有 ひ(とりじめ 物)になっ
てしまった︒生産手段から切り離され︑抽象的な労
働力でしかない労働者は固より労働主体にふさわし
く振舞える道理はない︒生産手段も労働力と結合し
ない限り生産手段ではありえない︒このような分裂
の土俵の上では︑労働者のみが価値産出の主体であ
るという主張は一面的である︒
生産は労働の諸要素が相互に働きかけ合って行な
われる︒諸要素を結合させて機能させる力は︑諸要
素を価値に還元させることによって統合する資本で
ある︒資本は従って諸要素を抽象的に対立させるこ
とによって︑外的に結合する力である︒それはまた
労働の諸要素が他の要素と抽象的に対立することに
よって︑かえって他の要素に引きつけられ外的に支
配し合う関わり方︑関係である︒諸要素は価値関連︑
資本関係として生産的な存在になる︒価値規定︑資
本規定は決して事物に外的な社会関係から与えられ

る規定ではない︒このような観点は価値と事物の二
元論である︒

経済学が対象にしている事物は社会的な物であっ
て︑それ自身社会連関を取り結ぶ主体である︒だか
ら︑価値として存在するということは︑その事物が
価値として他の諸事物と関わることに他ならない︒
だから︑価値も資本も事物の存在性格なのだ︒諸事
物が価値として関係し合って︑別の諸事物を価値と
して産出するとき︑価値が価値を産出しているので
あって︑その限りで︑価値や資本は自己増殖するの
である︒

マルクスの場合は︑価値や資本の自己増殖を労働
価値説と矛盾したものとして理解したために︑労働
によって形成される価値と︑資本の自己比例的増殖
を示す生産価格は乖離するとされたのである︒しか
し固より両者は同じ事態にすぎないから︑もし︑資
本総額に比例するように生産価格が形成されている
とすれば︑労働によって価値もそれだけ形成されて
いる筈である︒

もちろん︑価値や資本の自己増殖という現象を流
通過程で問題にする場合は︑自己増殖の根拠として
の生産過程の営みが隠蔽される︒その意味で金の成
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る木的な商品︑貨幣︑資本に対する物神崇拝が生じ
ることはたしかである︒そのことから生産過程での
資本としての諸事物の価値の自已対象化︑可変資本
としての労働力の価値の白已増殖的対象化等という
形での把握まで物神崇拝と決めつけるのは早計であ
る︒
資本としての統合のもとで人間は外的な統一を回
復しているのであって︑人間力として生産し︑価値
増殖しているのである︒しかしその際︑労働力と生
産手段は全くの他者として関係するため︑労働力の
みが人問＝主体であって︑生産手段は事物＝客体で
しかないという図式が成立する︒
だが︑身体も他の生産物によって生産された生産
物であり︑その意味で事物＝客体である︒生産手段
も身体の意識活動や身体外の物化された意識諸形態
を通して目的意識的活動を担っているという意味で
は主体＝人間の定在なのである︒
生産物をあくまで人間の他者として物対人の対立
図式に固執すれば︑物の世界はますます巨大化して
人間との対立は深まり︑やがて物によって排除され
ることにもなりかねない︒実際︑見ようによっては

もうその過程は既に進行しつつある︒人間観の転換
が迫られているのである︒
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第五章 資本の物神性と
︿人間観の転換﹀
第一節 ﹁三位一体的定式﹂に関連して
﹁収入の三源泉﹂について
マルクス物神性論の全展開を﹃ 資本論﹄ 全三 巻
の叙述にそって検討し︑その方法論的意義を明らか
にする課題は到底この小著で果しうるものではない︒
﹁第五章﹂には全三巻のまとめに当たる第三巻︑第
七篇﹁収入とその諸源泉﹂第四八章﹁三位一体的定
式﹂を素材にし︑マルクスの人間観の間題点を再確
認し︑また人間観の転換による﹃ 資本論﹄ 再構成
の足がかりを明らかにしたい︒
﹁三位一体的定式﹂とは﹁所得の三源泉﹂に関す
る﹁資本︱利子︑土地︱地代︑労働︱労賃﹂の図式
である︒マルクスはこの図式を典型的な物神崇拝に
もとづく図式とみなしている︒何故なら︑本来の労
働価値説なら︑労働がすべての価値の源泉であるか

ら︑労働と区別された資本や土地が価値を産出する
わけがない︒ところがこの図式では労働は労賃しか
もたらさないことになっている︒とすると︑地代は
土地の働きから生じることになり︑利子︵利潤︶は
資本から生じることになる︒資本は労働から区別さ
れて不変資本でしかないから︑生産手段が自らの働
きで利潤をもたらすことになる︒

俗流経済学は︑労働の価値即ち労働の凝結量と︑
労働力の価値即ち労働カの再生産費 ︵＝ 労賃︶を
混同する︒そのため︑労働者は労賃分しか価値を産
出していないことになるのだ︒だから︑これに対す
る資本は︑生産手段と同一視され︑生産手段として
利子︵利潤︶を産出するように思われる︒これは土
地が地代を産出するというのと同様の物神化である
とマルクスは考えている︒

このような物神化が現われるのは︑労働条件が労
働から疎外され︑労働から独立した形態をとってい
るからだとしている︒つまり︑労働条件は︑労働条
件でしかないものとしては︑労働者の労働を成り立
たせる契機にすぎない︒いかに労働に大きな貢献を
為すとはいえ︑それ自身が労働しているわけではな
く︑従って価値を産出しているわけでもない︒しか
し︑労働から疎外されていると︑労働条件の役立ち︑
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機能が︑労働者の労働と同様に価値を形成するかに
思われるのである︒
かくして︑収入の源泉を俗流経済学が観れば︑資
本が利子︵利潤︶をもたらし︑土地が地代をもたら
し︑労働が労賃をもたらすという現実が︑そのまま
自然に無批判に受け止められることになる︒だが︑
それは疎外された現実であって︑土地や生産手段を
物神化的に倒錯した結果であるとマルクスは批判す
るのである︵ 〜 頁︶︒
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ところで︑マルクスの論法では︑生産手段が資本
として規定されるのは︑資本制社会においてだけだ
から︑生産手段が利子を生むという把握は資本を超
歴史的に捉えるイデオロギー的誤謬だという帰結に
なる︒しかし︑生産手段が歴史的には資本として規
定されているのだから︑その歴史の中では︑生産手
段が利子︵利潤︶を生むという表現は︑それだけで
永遠化︑超歴史化だという批判は当らない筈である︒

では︑どうしてマルクスにとっては︑生産手段が
利子︵利潤︶ を生むという表現が︑生産手段の自然
性格が利子を生むという認識に基づいていることに
なるのだろう︒それは︑生産手段にとって資本とい
う規定性は︑社会関係から投映された規定性にすぎ
ず︑生産手段それ自体は︑物としては資本ではない
とマルクスが考えていたからに他ならない︒

﹃資本論﹄ の生産過程論で︑生産手段︵土地も含
めて︶が機能するのはあくまで労働過程に限定され
るのであり︑価値形成過程には機能しない︒だから
マルクスによると価値移転も労働過程で労働者の具
体的有用労働が生産手段を生産物につくり変えるこ
とによって行っているのである︒だから価値形成過
程では︑労働者の抽象的人間労働は生産手段から生
産物に移転しつつある価値と実体的同一性によって
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マルクスの考えでは︑価値を産出するのは労働者
の労働だけであり︑しかも︑商品生産社会に限られ
る︒特に資本が利子を生むのは資本制社会に限られ
るのだから︑生産手段や土地が自然的性格から利子
や地代を生むわけはないのである︒つまり︑マルク
スは生産手段や土地が価値を生むと考えること自体︑
生産手段や土地の自然的性格が価値を生むと倒錯し
ていると批判しているのである︒そこでマルクスは︑
ブルジョワ経済学は資本主義社会にしか適用できな
い歴史的カテゴリーを︑事物の自然的性格として把
握して超歴史的カテゴリーにし︑永遠化すると批判
する︵ 〜 頁︶︒
832

一つになり︑生産物に価値を対象化するのである︒
生産手段は生産物を作り上げる際の源泉の一つであ
り︑﹁素材的富すなわち使用価値﹂の母である︒
つまり︑マルクス流には労働だけが素材的富をつ
くるのではなく︑生産手段も一緒につくるのである︒
これに対して︑価値形成はあくまで労働の領域であ
って︑生産手段は労働をしないとされているから︑
全く価値形成には加わらない︒
ところが︑資本としては︑生産手段が労働に伍し
て価値を形成するかに思われる︒それは︑過去の労
働の成果としての生産手段には︑多くの価値が付着
して︑社会的に大きな力を発揮するように資本制社
会では見えるからである︒この労働から疎外され︑
労働から独立した自己増殖する価値としての資本は︑
生産手段︑労働条件の姿をとって現われるので︑資
本の自己増殖作用が生産手段の営為であるかに倒錯
視されるという構造になっている︒
資本は物ではなくて︑むしろ社会関係である︒資
本は物の姿をとって現われることによって生産過程
を統合し︑自己増殖を遂げていく過程である︒だか
らあくまで生産手段の外的な規定なのであり︑生産

手段それ自身は資本ではないのであるとマルクスは
主張しているのだ︵ 〜 頁︶︒

資本は概念的には自己増殖する価値であり︑実体
的には対象化された抽象的人間労働の膠質物だとマ
ルクスは考えている︒つまり本質において資本とは
資本家が労働者を支配する力の大きさ︑搾取関係な
のである︒この関係は︑生産手段が労働者から収奪
されて︑労働者に疎遠に対立しているという姿にな
って現われなけばならない︒従って︑資本は資本家
の所有下にある生産手段として現われるし︑労働力
を買い上げる労賃として現われる︒

資本物神性論における関係と物のニ元論

823

そこで資本は不変資本や可変資本になり︑物の属
性として現われる︒しかし︑マルクスの物神性論で
は︑資本は蓄積された︑対象化された労働にすぎず︑
つまり︑労働を支配する社会関係であって︑それが
生産手段に投映付着しているだけだから︑生産手段
それ自身は資本ではないということになる︒この論
理では社会関係が事物に投映して︑資本関係を映し
出しているが︑事物それ自体は社会関係ではないか
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結局︑マルクスは人間を身体的諸個人として捉え︑
社会関係を身体的諸個人の関係としてのみ経済領域
まで把握しようとするから︑経済的な諸事物が社会
関係を取り結ぶことはありえないように思われるの

マルクスの論理は︑資本としての社会関係は人間
関係であるから事物自体の関係ではないという二元
論である︒しかし︑事物自体といっても経済学の対
象は社会的な物であって︑人間的自然における有用
性と︑商品社会における価値を持って存在している
事物である︒それゆえ︑人間に対する支配力︑規制
力を持っている事物であるから︑人間関係を持って
当然なのである︒その限りで人間化しているのだか
ら︒

ら︑事物を資本と捉えるのは物神崇拝だということ
が資本として他の事物を支配したり︑創造︑流通︑
になる︵ 〜 頁︶︒
消費している限り︑それはその事物自身の社会的な
働きである︒ところがマルクスは︑物は人間ではな
社会関係は資本︱賃労働関係を根本にする人間関
いか気主体として社会関係を取り結んでいると見な
係︑搾取関係であるから︑本来事物の関係ではない
すのは擬人的な物神崇拝だと批判する︒
とマルクスは考える︒この関係は︑関係それ自体と
しては存在できないから物的定在を持つ必要があり︑
人間が経済的な社会関係を取り結ぶということは︑
その媒介としての物の社会的規定によって左右され
人々は関係を物の属性に置き換えて︑物の属性とし
て倒錯的に了解し︑関係に包摂されることになる︒
る︒だから物を含まない人間の社会関係が物に投映
するという図式には無理がある︒
しかし︑我々が問題にしている社会関係＝人間関
係は経済的な人間関係である︒経済関係は社会的な
物の生産︱流通︱消費の循環過程であり︑諸個人が
それに関与できるのも︑社会的物として規定性にお
いてである︒社会的な物が相互に生産・流通・消費
し合っている関係に他ならない︒だから︑元々︑現
実的な身体的諸個人の社会関係があって︑それが素
材的富に社会関係を反映することによって︑社会関
係が物的関係に置換される︵ Quidproquo
︶のではな
い︒逆に︑社会的な物が互いに取り結ぶ関係が人間
関係︑社会関係に他ならないのである︒

826

つまり社会関係は決して社会的な物に対して単に
外在的な関係ではありえない︒関係とは関わりであ
って︑その事物の在り方を示すのである︒その事物
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である︒つまり︑人と物の抽象的区別に固執するた
めに︑物の歴史的︑社会的規定は︑物自体の規定で
はなく人間関係の特殊時代的な反映にすぎないとす
るのである︒そうすれば社会と物は結局︑二元的で
ある︒だが︑社会的な事物は各歴史時代にはその時
代にふさわしい社会関係を取り結び︑その社会の中
で再生産されるのだから︑社会的規定なしでは︑歴
史的社会的に存立できない︒歴史的社会的規定も社
会的な物にとっては重要な規定である︒
もちろん︑関係を捨象した即自的な規定とは違っ
て︑価値規定や資本としての規定は︑商品関連や資
本制社会の諸関連の中での規定である︒だからその
事物自体の規定ではないというのはその意味ではト
ートロジーである︒廣松はいわゆる物を関係の項の
実体化に基づく倒錯と考えるから︑物の社会的属性
を倒錯とするマルクス物神性論を賞揚する︒
ただし︑マルクスの場合︑事物の属性として自然
的規定性を認め︑これを超歴史的に把握した上で︑
社会的規定性は︑人と人の関係から事物に外的に付
与︑付着しているという二元論的な問題構成なので
ある︒だから事物は自然的な関係において主体的に
存立しえても︑社会的な関係においては主体的では
ありえないという立場なのである︒

このような問題設定は︑逆に見れば︑マルクスが
物の果たす重要な社会的役割︑その客観的な自立性
＝自律性︑それによる人間社会の諸矛盾︑その中に
巻き込まれて︑逆に物が主体化して人間が非主体化
する現実をリアルに厳しく見据えていたことを証左
している︒

ただし︑マルクスは人と物の抽象的区別に固執す
る立場から︑物が人間社会で社会的規定を得て︑物
や人に対して社会的支配力を発揮する事態を擬人的
倒錯＝物神崇拝として批判しているのである︒

しかし︑人と物の抽象的区別への固執は︑かえっ
て︑生産者と生産手段の本源的統一の回復︑非有機
的身体としての人間的自然の把握︑自然史の最高段
階としての人間の立場と矛盾している︒それは人間
的自然の分裂を固定して︑身体以外の人間の定在を
非人間的事物として固定しているからである︒

あらゆる事物も関係において成立するのであり︑
常に対立物との関わり方として︑対立物に対しての
み存立している︒対立物なしにその物自体が対立物
より先在するわけでもない︒その意味であらゆる事
物は事態の統合であるという事的世界観はうなずけ
る︒しかし︑同時に事態が統合されて対立物の統一
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第二節 マルクス物神性論から

︿人間観の転換﹀へ
骨化の論理

マルクスは資本の物神性を論じるに当って﹁骨化﹂
という表現を使っている︒この表現は︑マルクス物
神性論による﹃資本論﹄総括部分にあたる第四九章
﹁三位一体的定式﹂の後半部分 (835
〜 839
頁 に)集中
している︒

﹁現実の生産過程は︑直接的生産過程と流通過程
の統一として︑種々の新たた姿を生みだすのであっ
て︑これらの姿ではますます内的な関連の筋道はな
くなってゆき︑種種の生産関係は互いに独立化され︑
価値の諸成分は互いに独立な諸形態に骨化されるの
である︒﹂ ( 頁 )

これは﹃資本論﹄第二部 第(二巻 の)流通過程が流通
の諸事情を通して価値が実現されなければならない
ことで︑価値が労働とは関係ないものによって生じ
る外観︑即ち流通から価値が生じる外観を皇するこ
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として互いに関係し合う事物として対立する契機な
しには事態はいかなる事態でもありえない︒その意
味ではやはり︑世界は事物から構成されている︒従
って弁証法的唯物論は︑事物を形而上学的実体とし
てそれだけで捉えたりはしない︒常に事態の統合と
して関係する主体＝弁証法的な実体として捉える︒
だから事物の規定自体が対立物との統一︑対立物に
対する対立︑否定︑相互浸透︑対立物への移行を表
現している︵エンゲルス﹃自然の弁証法﹄参照︶︒
人間概念も身体を人間として捉えるだけでなく︑
むしろそれだけでは人間との対立物︑人間の環境に
すぎない非人間的諸事物に︑人間は自己の本質を表
現し︑自己の現存在を事物として定在させるのであ
る︒かくして︑人間はたんなる身体的存在にとどま
らず︑むしろ︑事物を人間化する︒人間関係自体が
単なる身体的諸個人の関係にとどまらず︑人間化し
た諸事物の関係となり︑それに伴って諸個人の意識
も人間化した諸事物の関係が土台となり生じるし︑
この土台に規制される︒そしてこの現実の経済的諸
事物の運動連関が意識の主体になっているように法
則的には意識が形成されるのである︒かくして︑人
間を身体に限定して捉えていたのでは︑経済学的認
識は成立しえないことがわかる︒
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とを指摘したうえで︑第三部 第(三巻 で)は流通都面が
競争という性格を強く帯びることで︑様々な資本の
諸成分は互いに関連性を失って︑独立的形態に骨化
するというのである︒この場合の骨化は資本が生産
的関係として生きた全体性を失うことによって死ん
でしまって骨になる︑つまり物化するという意味だ
ろうか ?
次に﹁骨化﹂は﹁利子生み資本﹂に関して語られ
る︒
﹁企業者利得と利子とへの利潤の分裂は︑剰余価
値の形態の独立化を︑剰余価値の実体︑本質に対す
る剰余価値の形態の骨化を完成する︒利潤の一部分
は︑他の部分に対立して︑資本関係そのものからは
まったく引き離されてしまって︑賃労働の搾取とい
う機能からではなく︑資本家自身の賃労働から発生
するものとして現われる︒この部分に対立して︑次
には利子が︑労働者の賃労働にも資本家自身の労働
にもかかわりなしに自分の固有な独立な源泉として
の資本から発生するようにみえる︒資本が最初は︑
流通の表面では資本物神として︑価値を生む価値と
して現われたとすれば︑それが今度はまた利子生み
資本という姿でその最も疎外された最も独特な形態
にあるものとして現われるのである︒したがってま

た︑﹁資本 利子﹂という形態は︑﹁土地 地代﹂と
﹁労働 労-賃﹂とにたいする第三のものとしては︑
﹁資
本 利-潤﹂よりもずっと首尾一貫的でもある︒という
のは利潤ではやはりまだ起原を思わせるものが残っ
ているが︑それが利子ではただ消えてしまっている
だけではなく︑この起原にたいする固定した反対の
形態に置かれているからである︒﹂ ( 頁 )

﹁剰余価値の形態の独立化﹂とは剰余価値の転形
である﹁利潤﹂や﹁利子﹂が﹁剰余価値の実体︑本
質﹂つまり労働や労働時間の規制を受けないで﹁利
潤﹂や﹁利子﹂自身の論理で︑自ら価値を生むかに
現われることを指す︒

利潤や利子も元はといえば剰余価値であり︑抽象
的人間労働の膠質物である︒ところが利潤や利子は︑
労働者の労働から生じるのではなくて︑資本家の労
働や︑資本自身の利子生みの本性から生じるように
現われる︒

元は労働の生きた連関であったのが﹁骨化﹂して
あたかも無機質からできていて︑有機質すなわち労
働からできていないかに現われる︒何か労働とは別
の価値を生み出す物になるのである︒﹁膠質物﹂か
らさらに﹁骨﹂になるのである︒﹁膠質物﹂はまだ
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有機質である労働それ自体の固まりであって︑それ
んで︑土地所有が︑平均利潤の制限として︑そして
が物に付着している状態である︒そのことによって
剰余価値の一部分を次のような階級の手に移すもの
その物を価値として現象させるけれど︑それが労働
として現われる︒その階級というのは︑自分で労働
から成ることは価値関係の反省によって認識可能で
するのでもなければ︑労働者を直接に搾取するので
ある︒
もなく︑また利子生み資本のようにたとえば資本を
貸し出す際の危険や犠牲という道徳的な慰めになる
ところが︑物の属性として現象することによって︑ 理由をこねまわしていることもできない階級である︒
労働から形成されていることが隠蔽され︑労働量と
ここでは剰余価値の一部分は直接には社会関係に結
の相関が歪められてしまう︒価値法則は大枠でしか
びついているのではなく︑一つの自然要素である土
機能しなくなり︑資本量それ自体から価値が直接増
地に結びついているように見えるので︑剰余価値の
殖するように現象する︒だから資本は︑もう既に労
いろいろな部分の相互に対する疎外と骨化の形態は
働自体の純粋な固まりではなく︑無機質を多く含ん
完成されており︑内的な関連は最終的に引き裂かれ
で物化したものとして︑即ち﹁骨化﹂して登場する
ており︑そして剰余価値の源泉は︑まさに︑生産過
のである︒
程の別々の素材的要素に結びつけられた種々の生産
関係の相互に対する独立化によって︑完全にうずめ
﹁骨化﹂は労働からの資本の﹁独立﹂に対応して
られているのである︒﹂ ( 〜 頁 )
おり︑死んでしまって運動しなくなるというニュア
ンスではない︒むしろ資本制社会の骨格を︑資本法
マルクスの地代論では土地の自然的条件が富 使(
則としての最大限利潤追求法則を構成するのである︒ 用価値 の生産性に寄与するために︑生産費が節約さ
)
それぞれの資本は︑直接の労働に基づく価値増殖過
れ︑最劣等地との投資額との差額が差額地代として
程から独立に︑自らの利殖本能を発揮するのである︒ 規定される︒マルクスは最劣等地に投資する賓本も
平均利潤を得れることを前提としているから︑差額
地代は平均利潤をこえた超過利潤の転化したものと
しているのである︒超過利潤の源泉は︑土地の豊度
等の自然条件である︒それらは土地に付属したもの
次に地代が土地から生じることが﹁骨化﹂の完成
とされる︒
﹁最後に︑剰余価値の独立な源泉としての資本と並
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であって︑地主の投資による土地改良等の結果では
ない︒借地農による土地改良の成果は︑土地に属し
ていることを理由に︑地主のものとされ︑契約改更
の際には地代に加算される︒だから︑土地がもたら
す超過利潤は労働の質的向上や︑資本による生産条
件の改良等の社会的なものによるのではなく︑もっ
ぱら自然力白体によって生じるのである︒したがっ
てマルクスはこれを虚偽の社会的価値とする︒
マルクスは生産価格をこえた超過利潤の源泉とし
て生産諸条件の改良による特別剰余価値の他に︑自
然力の違いによる虚偽の社会的価値を考えているの
である︒特別剰余価値は強められ︑累乗された労働
によって形成されるが︑虚偽の社会的価値では︑労
働は強めない︒労働は父︑大地は母であるから︑母
なる大地の方の力が強いだけである︒マルクスは労
働価値説だから︑土地の豊度の差が労働を強めるこ
とによって価値生産性を昂めるとは考えないのであ
る︒
だから﹁虚偽の社会的価値﹂は労働の実体を持た
ない︒それ故︑これは︑競争を通しての市場価値の
レベルの﹁価値﹂である︒この実体を欠いた価値は
総価値には含まれないから︑他の生産物と相殺され
ることになる︒とはいえ︑農業生産物の場合は資本

の有機的構成が低位だから生産価格形成のときに価
値以下に評価されているから︑虚偽の社会的価値の
加算で乖離利潤の絶対値が少なくなる場合も考えら
れる︒しかし︑両者にきちんとした関連性はないか
ら︑ますます価値法則に価格を規制する力がなくな
るのである︒

地代は︑土地自身から生じる外観を呈するので︑
労働との関連はないように思われるのである︒しか
し︑マルクスの論理では地代も超過利潤の転化した
ものである以上︑総価値 総(労働時問 ＝)総価格という
総量一致命題によってやはり労働者の労働が形成し
た剰余価値の一部分を実体にしているのである こ(
こでは総量一致命題の再検討は行えない ︒) だから︑
やはり︑土地が地代を生むという表現は物神崇拝に
基づいていることになる︒土地の自然性が社会的価
値を生むことになるのだから︑一切︑労働や資本か
ら独立に︑骨化されて捉えられているとマルクスは
考えたのである︒

﹁資本 利-潤︑またはより適切には資本 利-子︑土
地 地-代︑労働 労-賃では︑すなわち価値および富一
般の諸成分とその諸源泉との関係としてのこの経済
的三位一体では︑資本主義生産様式の神秘化︑社会
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土地︑労働のそれぞれに固有な本性から別々に生じ
るような問違った外観を示している︒

これに対して古典派経済学は︑利子︑地代を利潤
に︑利潤を剰余価値に︑剰余価値及び商品価値全体
を労働に還元してこの物神崇拝を批判した︒マルク
スは古典派経済学の労働価値説の立場を高く評価し
ながらも︑その一貫性の欠如を批判している︒要す
るにマルクスの立場は︑労働者の労働が全ての価値
の根源なのであるから︑資本や土地の価値創出に果
たす主体的役割を認めたり︑資本家や地主の収入を
合理化するような議論は︑一切︑物が人格化して︑
労働し︑価値を産出しているという擬人的倒錯だと
批判しているのである︒

たしかにブルジョワ俗流経済学が労働連関から説
明するのを怠り︑あたかも各要素が相互に独立して
運動しているかの外観だけを扱っているのに対する
マルクスの批判は鋭いものがある︒この外観がどう
して生起するのか︑独立化︑骨化のメカニズムは何
かという観点から経済学を批判するところに﹃資本
論﹄の真骨頂があり︑それ故︑経済学批判としての
意義がある︒
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的関係の物化︑素材的生産諸関係とその歴史的社会
的規定性との直接的合成が完成されている︒
それは魔法にかけられ転倒され逆立した世界であ
って︑そこではムッシュー・ル・カピタルとマダム・
ル・テルが社会的な登場人物として︑また同時には
ただの物として︑怪しく騒ぐのである︒このような
まちがった外観と欺瞞︑このような︑富の種種の社
会的要素の相互にたいする独立化と骨化︑このよう
な物象の人格化と生産関係の物象化︑このような日
常生活の宗教︑およそこのようなものを解消させた
のは古典派経済学の大きな功績である︒というのは︑
古典派経済学は︑利子を利潤の一部分に還元し︑地
代を平均利潤を越える超過分に還元して︑この両方
が剰余価値でいっしょになるようにしているからで
あり︑また流通過程を諸形態の単たる変態として示
し︑そして最後に直接生産過程で商品の価値と剰余
価値を労働に還元しているからである︒﹂ ( 頁 )
資本主義社会で生活していくためには︑経済的な
収入が必要である︒貨幣を持っていれば︑資本を提
供することで利子が得れる︒土地を持っていれば︑
土地を貸して地代を得れる︒一切資産を持っていな
ければ労働を提供して︑労賃を得ればよいのである︒
この三種類の方法は︑互いに独立していて︑資本︑
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それだけに経済学批判の方法論が重要である︒そ
の際マルクスは労働者の労働が価値の全源泉であり︑
資本制社会は資本家階級が労働者の労働を搾取して
蓄積し︑それによって搾取体制を強大化する体制で
あり︑矛盾が構造的に発展するという観点から捉え
た︒
そして︑搾取され蓄積された労働は︑労働者から
外在的な物と結びついて︑物象的な力として労働者
に敵対する︒しかし︑価値は労働時間の固まりであ
るから︑結局価値は資本の労働に対する支配を物象
化したものにすぎず︑物自体は価値の素材的担い手
になっているだけで︑価値ではないとするのだ︒こ
うして︑価値 労(働時問の凝固＝労働時間比＝労働の
社会関係 と)それが物的外皮とする事物の抽象的区
別に固執することによって︑物が価値として評価さ
れたり︑物が価値を創出するとみなすことを物神崇
拝とみなすのである︒

人間的自然の価値産出
マルクスは物神性論によって︑労働者の労働のみ
を唯一の価値源泉とする労働価値説の徹底をはかっ
たのである︒しかし︑価値が事物の属性でないとい

う議論には説得力がない︒労働の固まりが価値だと
しても︑それは物として︑物の属性としてはじめて
価値なのであり︑物に成っていない労働それ自体は
マルクスも認めているように価値ではない︒

つまり︑価値は物と労働の抽象的区別の止揚なの
である︒かくして︑価値は商品杜会における人と物
の抽象的区別の止揚のあり方なのである︒だから︑
価値が物の属性であると考えるのは物の擬人化であ
り︑物神崇拝であるというマルクスの批判は︑この
批判が人と物の抽象的区別に固執するあまり︑価値
が人と物の区別の止揚であることを把握しきれてい
ないことを示している︒

人間を人間的自然の全体として捉え︑その諸要素
が互いに生産︑流通︑消費し合っていると捉え返す
ことによって︑労働主体を労働者にしか認めないこ
とによる様々なアポリアは解消するのである︒

商品社会︑資本制社会の地盤の上でも︑身体と生
産手段︑生産物は互いに抽象的に他者として区別さ
れているとはいえ︑価値連関において相互に前提し
合い︑移行し合っている︒決して労働者の労働時問
のみを価値形成要素に限定することによって説明し
きれる関係ではない︒労働者の労働時問は︑他の生
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産要素の価値対象化を計量する際の標準となるとし
ても︑生産手段の価値の自己対象化を否定するもの
ではない︒
労働が加わっていない自然条件も︑同種類の商品
を作っている自然条件に比較して生産費の節約︑必
要労働時問の短縮に役立つ場合は︑価値形成に参加
していると見なして何の不都合もない︒
土地生産物の価値形成に果す土地の役割がこの好
例である︒土地生産物の生産に当って土地は最大の
生産手段であり︑自ら様々な生産物を産出する︒人
手を加えなければ︑気候の変化︑地熱の冷却︑生物
の進化等に媒介された動植物を産出する︒土地も︑
人間的自然の段階に達すると︑人間の叡智や技術に
媒介されて様々な有用物を産出する︒
とはいえ︑土地条件が同一ならば︑空気・水と同
様︑価値的にはゼロである︒土地条件が良くて︑同
一の価値を産出するのに少ない労働時間で済むとし
たら︑その節約分の価値はその土地が産出している
と考えるしかない︒マルクスにとっては︑土地が自
然力によって価値産出すると考えるのは背理であっ
た︒

土地は労働生産物としての生産手段とは違い減価
償却分の価値が対象化するわけではない︒しかし︑
同様に価値連関に入って︑価値産出機能を果してい
るのだから︑その土地にどれだけの労働が蓄積され
ているかどうかに関わらず土地は価値関連において
価値物なのである︒土地の価格は︑このような土地
の価値産出力に基づいている︒

だから︑土地の価値産出量は土地に対して投下さ
れた労働量で決まるのではない︒その土地の良さが
節約する労働量によって決まるのである︒この土地
の価値産出量が地代の源泉になって地主の手に入る
のである︒

マルクスの論理では︑土地の価値産出を認めるこ
とは地主の立場を合理化することになるが︑それは
本来別問題である︒何故︑土地の価値産出力を認め
ることが︑地主の土地に対する私的所有を正当化す
ることになるのだろう︒土地の労働過程における価
値形成過程における積極的役割を認めるからこそ︑
それを専有する地主の私的所有を廃棄すべきだと考
えられるのではないだろうか︒

また︑マルクスの論理では︑土地の自然力による
価値産出を認めるのは︑自然的規定と社会的︑歴史
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的規定の混同だということになる︒土地は︑地代を
もたらすような商品社会︑資本制社会︑地主ー借地
農︑地主ー資本家関係の中で価値を産出したり︑地
代をもたらしたりするのであって︑超歴史的に︑土
地が価値を産出するわけではもちろんない︒
しかしその事と︑一定の社会的枠組の中では︑土
地が価値を産出するという認識は決して矛盾するわ
けではない︒むしろ︑土地の生産に果す重要性から
見ても︑商品社会︑資本制社会で土地が価値を産出
しないと考える方が余程無理がある︒自然物も特定
の社会︑歴史において︑その中で一定の役割を果す
場合に︑社会的規定として捉えられるのであり︑た
とえ︑社会が変化することでその規定が変化したり︑
消失することがあっても︑その社会では社会的属性
を持つのである︒
社会的属性を物が持つことは︑物の人間化であり︑
物と人の区別の止揚である︒土地はその自然的有用
性において生産物を産出すると同時に︑価値の社会
連関の中ではその価値産出能力を対象化して価値を
産出するのである︒こうした見解は︑一見︑労働価
値説の清算と受け止められる恐れがある︒

たしかに︑マルクスの基準からは俗流経済学に分
類されることになる︒マルクスの俗流経済学に対す
る物神性的倒錯だという批判は︑大変確信に満ちた
批判である︒人と物の混同︑擬人的倒錯は︑擬神的
倒錯と共に近代ヨーロッパ理性にとっては最も幼稚
な倒錯なのかもしれない︒

土地や道具や機械が人間のように働くなどという
発想こそ︑倒錯の極致だろう︒しかし︑それは理性
の棲家を身体の檻に限定し︑理性を人間的自然を構
成する諸事物の相互関連の自已反省として捉えきれ
なかったため︑人間を身体的諸個人としてしか表象
できなかったことからくる臆見ではないか︒

マルクスこそ︑人間と自然の統一的把握を目指し︑
人間の本質を抽象的な理念ではなく︑現実的な社会
的諸関係のアンサンブルとして把握していたのであ
り︑社会の土台を人間と自然の質料代謝に置いた人
である︒

そのマルクスでさえ︑労働の主体や︑社会関係の
主体に関しては︑あくまで人と物の抽象的区別に固
執することをむしろ経済学批判の根幹においたので
ある︒
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だからマルクスの初期に見られる人間観︑自然観
を含めて︑いかに人間を自然との統一として把握さ
れていようとも︑﹃資本論﹄では︑その人間はあく
まで主体的契機としては︑理性あるいは感性の主体
としての身体的諸機能に限定されており︑自然が人
間の本質であるのは身体の対象である限りにおいて
であって︑その場合に事物それ自体は︑無視されて
いた︒
だから︑人間社会で︑質料的基礎︑富の素材︑担
い手としては社会的物は︑﹃資本論﹄では︑社会形
成に重要な役割を負わされながらも︑社会関係を取
り結ぶ主体はあくまで身体的諸個人にすぎない︒
生産︑流通︑消費の主体も︑現象的には様々な諸
事物の相互関係として現われることを認めながらも︑
それを間違った︑倒錯的な外観として︑物神崇拝と
して批判するのである︒
たしかに︑諸事象の主体化︑独立化の現象のもと
で︑その内的連関が隠蔽され︑剰余価値が労働者の
労働の搾取であり︑その蓄積の上に経済的諸関係が
成り立っていることは見失われがちである︒それを
暴いた﹃資本論﹄の業績は大きい︒しかし︑資本主
義批判としての経済学は︑資本主義カテゴリーのも

とで隠されている人間的自然の再生産の構造を︑そ
のカテゴリーの悟性的把握の批判を媒介にして明ら
かにするという重大な課題を果たさなければならな
い︒本書において︑私が試みた様々なカテゴリー批
判は︑未熟で荒削りとは言え︑その課題に応える試
みである︒
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あとがき
本書は二つの顔を持っている︒一つは﹃資本論﹄
の赤い糸︑方法論としてのマルクス物神性論批判で
ある︒もう一つは︿人間観の転換﹀への問題提起で
ある︒両者は︑マルクス物神性論が人と物との抽象
的区別への固執に発想の原点を持っているところか
ら結びついたのである︒
ふつう我々は人間と言えば︑身体的諸個人を表象
する︒人間身体以外の事物と人間身体を区別して︑
後者のみを人間と考え︑それ以外の事物は人間では
ないとするのはいわば定義に属する︒だから︑私が
勝手に身体以外の事物も人間に含めるのは︑言葉の
意味の変更であり︑その意味では説得力を持たない︒
私も人と物の抽象的区別自体に反対しているのでは
ないのだ︒問題は人間を理解するためには身体外の
文化的諸事物を媒介にしなければならないし︑文化
的諸事物から質料的要素を差し引けば人間的形態が
残るというわけでもないことである︒
社会的な物は︑いかに人間によって造られたもの
とはいえ︑いや逆にそうであるからこそ︑社会的に
大きな働きかけを為し︑重大な役割を果たす︒そし

て︑その事を通してしか人間を理解することはでき
ない︒だから人間関係としての経済関係を理解する
さいも︑諸物が主体的役割を演じていることを認め
ざるを得ない︒すると︑物は人間ではないのに人間
関係で主体的役割を果たすように捉えるのは倒錯で
はないかと批判されるわけである︒

社会関係で身体のみが主体的だといわれる根拠は︑
意識活動が身体内の意識中枢で行われるということ
である︒社会的な物は︑どんなに刺激的であり︑有
用であるにしても︑その物自身は︑そのことを自覚
しているわけではないから︑身体の側が勝手に物を
そのように取り扱っているだけである︒だから物自
身は全く主体性はないというわけである︒

しかし︑意識活動が自由な主体的な活動だといわ
れるのは︑コギトといわれる意志主体が前提され︑
コギト自身が意識を形成していると考えられている
からである︒だが意識は杜会構造やそれに基づく言
語体系によって規制されている︒それに個々の意識
は直接︑間接に対象からの刺激によって形成されて
いる︒だから意識自身が社会的諸関係の結節であり︑
社会を構成する諸事物の連関の営みであり︑直接︑
間接的には︑対象的諸事物が自己を意識として対象
化させる働きでもある︒
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社会的で対象的な諸事物は︑このように意識に自
已を対象化することなしには存続できないのであり︑
身体の欲望や諸関心に照応した諸事物が社会を構成
する︒逆に身体の欲望や諾関心自体が社会的な諸事
物の働きかけによって構成される︒このように人間
を見直すことによって︑主体的契機を身体にのみ制
約する議論は説得力を失い︑人間を人間的自然全体
として捉え返す必要が生じるのである︒
だから︑我々は最初の人間の定義︑身体への限定
に固執するわけにはいかない︒荘周はこれを万物斉
同論に基づいて﹁肢体を破る﹂と表現したのである︒
かくして﹁人間﹂は個体的概念から存在様式を意味
するカテゴリーに転換する︒人間社会を構成する諸
事物の有用性︑社会性が人間性であり︑それらの諾
事物が人間の定在としての人間体なのである︒身体
は人間体の核ではあっても︑身体のみが主体という
わけではないのである︒
このような︿人間観の転換﹀によって︑はじめて
人間的自然の自已再生産︑相互連関としての経済学
が構成できるのである︒身体の営みだけでなく︑社
会的な物である生産手段の活動も価値を形成すると
考えることによって労働価値説は放棄されるのでは
なく︑かえってより整合的に展開できるし︑価値法

則に基づく経済現象の説明もより説得力を持つ︒そ
の上で︑価値と効用の混同︑労働に基づかない経済
現象の外見的な自立性︑骨化等の倒錯批判に有効性
が確認されるのである︒

本書は﹃資本論﹄の展開に則して︑マルクス物神
性論に孕まれた人間観の限界を明らかにすることに
よって︿人間観の転換﹀への足がかりをつかむこと
に課題を限定した︒︿人間観の転換﹀を問題にする
限り︑現代思想の中で︑︿人間観の転換﹀がいかに
取り組まれているかを検討しなければならない︒そ
れが次著の主題となる︒

本書の執筆及び出版に当って︑鷲田小彌太氏には
他人方ならぬお世話をいただいた︒氏の十数年に亘
る励ましなしには現在の私の存在は考えられない︒
この機会に厚く御礼申し上げたい︒また大阪唯物論
研究会の諸先輩には︑私の荒削りな小理屈を暖かく
見守り︑有益な御批判や親身な御指導をいただいて
きた︒これが本書の糧となっている︒

また経済哲学研究会の仲間ここに記してお礼とし
たい︒三重短期大学の雨宮照雄氏︵現学長︶には研
究上の相談に乗っていただき︑色々お世話になった︒
もちろん本書の独自の見解に関してはあくまで私自
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身の見解であり︑どなたかの御教示や支持によるも
のではない︒諸氏の名誉のためにも付言しておきた
い︒厳しい出版事情にありながら本書の出版を好意
的に引き受けていただいた青弓社には厚く御礼中し
上げる次第である︒
蛇足ながら︑本書の企図は︑マルクス批判によっ
てマルクス経済学を解体しようとするのでもなけれ
ば︑マルクスが目指した人間解放を否定しようとす
るのでもない︒むしろ反対に︑マルクスの人間観の
弱点を指摘することによって︑それに起因する﹃資
本論﹄の諸問題点を見直し︑︿人間観の転換﹀をテ
コに﹃資本論﹄をより堅固で説得力のあるものに再
構成するための問題提起である︒
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