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2022.12.17 伊藤誠新連続講座「マルクス経済学と現代世界」第 1 回 

事後報告 2023.2.1 

 

■フォーラム案内文 

伊藤誠・新連続講座「マルクス経済学と現代世界」 

12月 17日(土) 13時 30 分～16時 20 分 

 伊藤誠・新連続講座 第 1回 「マルクス経済学と現代世界」 

－－現代世界の歴史と現状を認識する上で、『資本論』がどのように

役立つか 

●主催 世界資本主義フォーラム 

●テーマ マルクス経済学と現代世界－－現代世界の歴史と現状

を認識する上で、『資本論』がどのように役立つか 

●開催日程 

全 6回（隔月 1回） いずれも土曜日の午後 1時 30分～4時 20 分 

■第１回（2022 年 12 月 17日） 第 1章 資本主義の基本的仕組み 

■第 2 回（2023 年 2 月）第２章 資本主義のダイナミズム 

■第 3 回（2023 年 4 月 15 日）第３章 資本主義の発展段階 

■第 4 回（2023 年 6 月 17 日）第４章 現代資本主義の歴史的位相 

■第 5 回（2023 年 8 月 19 日）第 5 章 日本資本主義、その成長と衰退 

■第 6 回（2023 年 10 月 21日）第６章 資本主義はのりこえられるか 

●開催方式 ＺＯＯＭによるオンライン形式 

●講師 伊藤誠（東京大学名誉教授） 

 司会・進行 青山雫（世界資本主義フォーラム運営委員） 

 連絡・調整 矢沢国光（世界資本主義フォーラム運営委員） 

  

●講座の趣旨 

 17 世紀、世界商業の中から生成した世界資本主義は、その独特な運動法則によって発生・

成長・爛熟し、21 世紀の今日、80 億人類の生活を支える経済システムとしての機能を失い

つつあります。人類は、資本主義の現代的多重危機のもとで存続をあやうくされてゆくか、

それとも資本主義とは別の経済システム――「社会主義」――にもとづく世界への道を切り

開くか、を問われているのではないでしょうか。 

 こうした課題にそって、あらためてマルクスが『資本論』によって示した資本主義認識の

原理的体系にたちもどり、その方法（マルクス経済学）をもって、現代世界の危機を再考す
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る試みを重ね合わせる必要があると考えます。世界資本主義フォーラムは、そのために、伊

藤誠先生を講師とし、マルクス経済学入門をしたい方、マルクス経済学を再学習してみたい

方、マルクス経済学が現代世界の認識ツールとしてどのように役立つか追求してみたい

方々に呼びかけて、連続講座を実施することにしました。 

 

●参考文献 

伊藤誠著『入門資本主義経済』（平凡社 2018） 

伊藤誠著『テキストブック 資本主義経済の理論』（岩波書店 1989 年） 

 

●講座の進め方 

（１）伊藤誠著『入門資本主義経済』（平凡社）［全 6章］を基にし、必要に応じて、伊藤誠

著『テキストブック 資本主義経済の理論』（岩波書店 1989 年 定価 2970 円。中古品が

500 円～1000 円で買えます）を参照します。 

（２）初めての試みですが、演習形式で進めます。演習方式とは、 

①あらかじめいくつかの「設問」を用意し、解答者を募ります。 

「設問」は、例えばつぎのようなものです（第 1回の一部）。 

 ●商品には価値と使用価値の２要因がある。使用価値はあるが価値のないもの（商品ではない

もの）の例をいくつか挙げよ。 

  ●資本の商人資本形式と産業資本形式の特質を比較検討せよ。 

  ●原料生産手段を買い付けみずからこれを加工して販売する小商人生産者の 

支出する貨幣が、資本とならないのはなぜか。 

   ●｢兌換紙幣｣、｢国家紙幣｣、｢銀行券｣のちがいを述べよ。 

  ●「労働の価値」と｢労働力の価値｣とは、どうちがうのか? 

  ●剰余価値とは何か？相対的剰余価値の生産とは、どのようなことか。 

  ●商業信用の典型的事例を示せ。 

  ●銀行の原理的な業務と社会的な機能をあきらかにし、あわせて銀行利潤がどのようにして取

得されるかを説明せよ。 

  ●中央銀行の原理的な意味は何か。 

②これにたいする他の参加者からの意見をふまえて、講師（伊藤誠先生）に講評・解説して

もらいます。 

③『入門資本主義経済』の各章の内容について、事前に参加者が疑問・質問を提出し、これ

についても、フォーラムの中で扱います。 

（３）第 1 回と第 2回で扱うテーマと「設問」の詳細を、参加申込者に送ります。 

（４）参加者には、進んで設問への解答に応募して欲しいが、応募しなくてもかまいません。 

（５）講座の進め方については、第 1回の反省の上に、修正します。 

（６）必要なら、参加者がインタネット・メールで論議できる場（メーリング・リストのよ
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うなもの）を作ることを考えています。 

  

 

 

■経過 

●Ⅰ時限 設問［第 2 節（１）（市場経済の仕組み）］  

1 時 35 分－2時 25分（50 分）  

（伊藤先生 5分 参加者 25分［2 設問］ 伊藤先生 20 分）   5分休憩 

 

■導入～伊藤誠   

1 回目と 2 回目を合わせて資本論ということになるんですが、資本論は偉大な経済学の基

本を体系化して述べておりまして、第 1 回の今日は、その基本的な仕組みです。スタティッ

ク[仕組み]とダイナミクス[運動の動態]に分けたときに、1 回目は仕組みの方になります。 

 

その仕組みを資本主義経済について考えていくときに、第一時限で取り扱う「商品・貨幣・

資本」の経済形態が、資本論では第 1 巻の最初の 2 編、商品と貨幣と貨幣の商品展開とい

うあたりで扱われていた。とても面白いところです。 

 

資本論という経済学の全体は、資本主義経済の基本をどういうふうに全体として体系的

に理解するかということで書かれておりまして、それが他の経済学――マルクス以前の経

済学、あるいは同時代的に発生した新古典派体系――と非常に大きく違うところは、歴史を

理論的に明らかにしたことです。歴史現象としての資本主義を理解するということは、全体

として資本主義経済についてのマルクスの理論的考察の大変大きな特徴です。歴史という

のは複雑多岐でいろんな要素が絡み合って歴史を形成しているので、歴史を理論的に考察

するというのは厄介な仕事なんですね。 

 

そのことをあらかじめ理解した上で、歴史ということの中に何層かの歴史があります。い

くつかの層を成した歴史が資本主義を形成している。資本主義という仕組みは、非常に古く

から人類史の上で現れた商品とか、貨幣とか、資本――これを基礎にしている面があって、

資本論の最初の 2 編[第 1 巻の 2 編]は、資本主義以前の商品経済にも通ずる、商品経済一

般の仕組みを明らかにしようした。 

その仕組みの根本は、商品ということに出発点があって、商品があるとその商品関係から

必ず貨幣が生まれてくる。貨幣が生まれてくると貨幣を増やすために貨幣を使うという特

別な使い方が出てきて、それが資本ということになるのだ、ということをマルクスは明らか
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にしているわけですね。 

商品というのはどういう性質であって、人間のために役に立つ生産物一般とか、財一般と

どこが違うのかということから考察が始まる。資本主義もそれを基礎にしてるのですけれ

ども、資本主義でない生産関係の中でも使われていた商品ということに通ずる側面も歴史

的にあり、その歴史が資本主義以前と資本主義にわたってかさなって問題になる箇所なの

です。 

それが面白いのは、資本主義の中でわれわれは生活してるのですが、資本主義でない生産

関係とか生活の基盤[資本主義の周辺]も、資本主義は要素としてそれを利用しているところ

がある。中枢部と周辺部って言ったらいいのか。世界資本主義フォーラムなので、世界の中

の仕組みとしても中枢部にある資本と周辺部に広がる様々な人間の生活というものを共通

に繋いでいる仕組みが商品経済のシステムであって、市場経済とか商品経済とか言います

けれども、それがどういう仕組みでなりたっていうかということを、これからの第一時限で

問題にする。 

この市場経済を組み立てている主役は商品・貨幣・資本で、この三者の連関構造はわれわ

れの生活の基本でもあるということについてどういうふうに理解を進めることができるか

が主題になると思います。 

 

司会(青山雫) 資本主義世界のイメージ 

なぜ商品なのか。資本主義は巨大な商品の集積であると、『資本論』の最初に書いてある。

資本主義的生産様式の支配的な社会の富は、巨大な商品集積としてあるという。 

一見したところ、商品が巨大に集まって、その中で資本の生産過程がある。ここも労働力

商品によって営まれていて「商品による商品の生産」というのが資本主義の生産の特徴だろ

うと思います。 

と同時に、資本主義というのは一国だけではなくて、周辺にも同じような資本主義の生産

があって、ここも商品形態でとり結ばれている。それから資本主義ではない外部の生産関係、

伝統的な生産関係、共同体的生産関係、いろいろある――半商品経済、奴隷制経営とか。19

世紀アメリカの綿花生産――資本主義が作れない原料だとか生活資料も商品形態を通して

資本主義に連結していく。そういう意味で商品の分析が出発点になっている。 
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設問●商品には価値と使用価値の２要因がある。使用価値はあるが価値のないもの（商品

ではないもの）の例をいくつか挙げよ。 

[※回答者の氏名が赤字の回答は、オンラインで口頭説明してもらいましたが、ここには

文書回答のみ掲載してあります。黒字の回答は、口頭説明は割愛。以下、同様] 

 

▲澤畠和栄の回答 口頭説明あり 

①交換できない自然物である 水、空気 （例外として水道水、ペットボトルの天然水、

富士山の空気の缶詰めなど）。景色はどうでしょうか。 

 ②自家消費のための農作物（人参、大根、白菜、柿、葡萄）、木工品（椅子、机、家）、陶

器（茶碗、つぼ）。自分のための鑑賞用の絵、写真。 

 ③インターネット上の無料情報（広告宣伝の付かない情報）はどうでしょうか。 

 ④ボランティアによる活動（医療、教育、福祉サービス、マッサージ，理髪など）はどう

でしょうか。 

 

▲高原浩之の回答 

 使用価値は物の｢有用性｣。価値は｢交換をつうじて他の商品を入手しうる属性｣。物が、他

の人に使用価値を発揮するよう、市場で商品として売買される時に発生する。価値の実体は

その物の生産に費やされた人間の労働。したがって、有用性と使用価値があっても、市場を

通さずに消費される物は商品ではなく、価値がないと考えられる。 

例は、自然に無限に存在する空気や、人間の労働の産物だが農家の自家米など。しかし、人

間の生産活動が地球の自然環境の破壊を進めると、空気も、水と同じように商品となり価値

を持つのではないか。また、商品経済が社会を全面的に捉えた結果、農家は自家米も価値と
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価格を持つと経営判断していないか。外食産業における賄い飯も同じではないか。 

 

                                   

▲松井泰久の回答 

水、空気、太陽光，等エコロジーカルな自然に利用しているもの。 

 

■講評・伊藤誠 

よくできた回答です。この区別はとても重要な意味があって、商品にならなければ商品価

値はないというふうに言えば、それにつきることだと思いますが、しかしその商品というも

のが人間にとって有用である使用価値が基礎となっている。使用価値がないものは商品に

なれないということも確かで、石ころは役に立たなければ商品ではないわけですね。 

だから有用性は商品価値を担う素材的内容をなしているというマルクスの言い方は正し

いんですが、それと同時に、有用性の素材的担い手と、それに担われた価値としての交換を

通じて他の商品を手に入れるということの関係性は、「有用性が大きければ価値が大きい」

とは、すぐには繋げられない関係です。使用価値があるということ(によって商品は)限定さ

れるのですが、使用価値が水とか空気とか、それなしには人間は生きていけないというもの

も、ふんだんにあれば商品にならないから、使用価値があっても価値がないということにな

りますね。 

そのことがやがて、人間として、なるべくならあまり大きく商品関係に依存しないで生活

することはできないだろうかということが問題になる。 

例えば社会主義とか共同体的生活とかいうことになると、商品関係の中で役に立ってい

たものも引き継がれる可能性があって、引き継がれてあらゆる社会に通ずる富というもの

の素材的内容は使用価値として認められていく、受け継がれているとかいうふうに言って

も、将来社会に通ずる話になりうるわけなんですけれども。 

そういうことは段々に皆さんと考えていければければいいと思います。現在は重要で役

に立つと思っていても、将来社会に引き継がない方がいいということがある。原子力とか核

エネルギーの使い方というのはそれに当たるのではないか。 

有用であっても将来社会に引き継げない有用物もあるかなということも、現代的な問題

として提起されていると思います。 

 

■質疑 

▲矢沢国光 

 (1)斎藤浩平氏が「水や空気は、本来は人々の共有物「コモン」であったが、希少性によ

って商品になっている」と言っています。「コモン」と商品の関係についてどう考えるか。

この講座で、いつか取り上げてほしい。 

 (2)労働力の商品化にかかわることですが、澤畠さんの言う「ボランティア」とか、これ
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まで家族の中でやっていた無償労働が、対価を払って購入する商品になることがある。ぎゃ

くに、医療や教育の一部のように、これまで対価を払って購入する商品であったサービスが、

公務員の仕事になり、財政が公務員に対して給料を支払うが、サービスを受ける人にとって

は無償になる。このように、財政支出によって購入されるものは、商品といってよいか、そ

れとも商品ではなくなったとみるべきか。国家による財政は、「商品」にとってどのような

意味を持つのか。 

 

▲伊藤誠 

 コモン―公共財―は、みんながタダで使えるもの。ただ、その公共財の利用が有料化され

ると、商品になる。公共財も商品化する場合と商品化しない場合がある。商品化すると、価

値をもつ。商品化しないと、価値をもたない。 

 

▲矢沢国光 

 財・サービスが公務員によって無償で与えられるようになると、その財・サービスは商品

でなくなった、と考えてよいか？ 

 

▲伊藤誠 

 財・サービスが無償で提供されるならば、その財・サービスは、商品ではなくなった。公

務員の労働力に対しては、給料が支払われる。だから労働力が国家によって商品として購入

されて動員される、ということはある。 

 

▲岩田昌征① 

 商品は goods グッズ(役に立つもの)とも[近代経済学では]いわれる。badsバッズ(有害な

もの、役に立たないもの)も、商品と言えるのか？ 

 

▲伊藤誠 

 ゴミを出す人にとっては、ゴミは商品ではないが、ゴミを回収する人にとっては、(再生

によって有用性が生まれて売れるとき)商品となるばあいがある。二酸化炭素のように有用

性のないバッズもある。 

 

▲岩田昌征 

 二酸化炭素のようなバッズを処理するには、コストがかかる。バッズは「マイナスの価値」

をもつと考えてよいか？ 

 

▲伊藤誠 

 バッズは何らかの形で社会が処理しなければならない。その処理のために労働力を購入
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しなければならないばあいもあれば、労働力の購入なしに処理できるばあいもある。 

 

▲岩田昌征② 

交換に対応するのが商品、互酬に対応するのが(贈)答品、再分配に対応するのが(配)給品

とかんがえる。社会の財・サービスは、商品だけでなく、「答品」「給品」によっても成り立

っていると、考えられないか。 

 

▲伊藤誠 

 考えられる。ポランニーの交換様式論、柄谷の交換様式としての世界史の構造論で交換・

互酬・再分配が言われている。マルクスも交換・互酬・再分配は考えていたが、資本主義社

会がそれ以前の社会と異なるのは、「商品」が圧倒的な力を持っていたということ―このこ

とを発見したことだ。将来社会は、商品ではなく、斎藤浩平君の言うような「コモン」をみ

んなで共有管理していくような社会になるのがよい。 

 

▲岩田昌征③ 

 商品の場合には「商品貨幣関係」という言い方が成り立つわけですよね。市場と答品と

か給品の場合に、商品貨幣関係で貨幣が演じる役割に対応するものを、「答品貨幣関係」あ

るいは「給品貨幣関係」の中で発見できるのでしょうか。 

 

▲伊藤誠 

 おもしろい問題だと思いますが、本来的には互酬・再配分は貨幣関係抜きでもできる。 

商品の交換関係は貨幣抜きでは社会的に一般化できなくなるところが違っていて、そこか

ら類推すると、商品の中で生まれた貨幣が、本来は貨幣でなくやっていた互酬や再配分にも

ある形で利用されという使われ方になったと考える方が、私にはわかりやすいですね。 

 

 

設問●資本の商人資本形式と産業資本形式の特質を比較検討せよ。［Ⅱ（５）］ 

▲髙原浩之の回答 

資本は自己増殖する価値。価値増殖の根拠が外在的か内在的か。商人資本は、商品を市場

で安く買い高く売って利潤を得ている。生産が資本の運動の外部に存在し、価値増殖は市場

の価格差に依存している。産業資本は、生産手段と人間の労働力を購入し、生産と労働を組

織し、資本の生産過程として運動の内部に組み込んでいる。価値増殖は資本の生産過程で達

成され、価値増殖した商品を販売して利潤を得ている。 

産業資本が社会的な労働と生産を組織する(資本主義社会が成立する)ためには、生産手段

から切り離され、労働力を商品として売ることができる(労働し生きていくには労働力を売

るしかない)、｢二重に自由｣な労働者が存在しなくてはならない。それは、封建社会の解体
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過程で、経済外強制=政治的強制で創出された。資本の原始蓄積。しかし、いったん資本主

義が成立すると、資本の蓄積として、経済的運動で創出される。 

 

■講評・伊藤誠 

最初に商品を問題にしていただいて、その商品関係の中から、貨幣が成立するということ

があって、その貨幣の謎をマルクスは価値形態論で解いたと普通考えられる。その貨幣形態

の謎というのは、商品と他の商品の関係は自由で平等な交換関係として成り立つ。そのよう

に理解した場合に、先ほどお話のあった一般均衡論がそういうふうに見るわけですが、交換

関係は平等な個人の間の関係だったり、そこにヴェールとしてのノミナルな貨幣を想定す

るということは一般均衡の中で行われているけれども、貨幣が「直接的交換可能性を独占す

る特別な商品」になるということの理解が、新古典派のミクロの価格理論では決定的に欠け

ている。 

で、ケインズは、一般均衡論の中から反逆を起こして、貨幣が持っている流動性というこ

とは特別なものだということを強調して、(貨幣が)保存される可能性を強調することになっ

た。この系譜の貨幣論というのが資本主義にとってはとっても大事な局面で、貨幣が特別の

役割を果たして商品の運動を王様のように支配するという立場になる。平等な関係の中か

ら縦関係が生まれる。縦関係が生まれた貨幣は、商品経済の中では、富の代表として、貨幣

を持っていれば何でもすぐ手に入るということになって、一般商品とは違うわけですね。商

品を持っていても、他の商品に変換できるかどうかの保証はない。買ってくれなければ商品

としては使用価値も役に立てられないし、価値も実現されない。商品の価値の実現を支配す

るものは、貨幣所有者の側でしかない。広告をして働きかけることはできるけれども最後に

ノーって言えるのは貨幣所有者の側で、イエス・ノーを決定するのは貨幣の権利というふう

になる。そういうことがあるから、貨幣を増やしたいという行為が、商品経済一般の中で生

まれて、貨幣を使って貨幣を増やすやり方が、安く買って高く売るという商人資本金形式と、

それからもう一つ、それに付随して、短縮形だとマルクスは言っているのですが(どう短縮

したのかよくわからないんですが)、お金を貸して高利を取るという、金貸し高利貸し的な、

債権債務の関係で利子を取る、この形がもう一つある。 

この二つが非常に古く、発生した資本の基本形態であった。どちらかというと、商人的な

「安く買って高く売る」方が基本形態になっておりますが、サブプライム危機以降、世界情

勢の中ではやってきている議論は、「債権債務が根本だ」という言い方です。世界全体を「債

務論」として再構成することができないかというような議論さえ出てきたのが、現代的な特

徴の一つと思います。 

 

いずれにしても、あの金貸し的な利子の関係を含んだ増殖形態が商人的な形態と並んで

存在していたということは、注意に値することですね。それは産業資本のように徹底して社

会を組織する力はなくて、互酬・再配分で封建社会が成り立っているとすると、その中枢部
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分に食い込めない農民の大多数が生活している基盤に、生産・再生産の仕組みとして、資本

が介入することはとても難しかった。それがご説明のあった高原さんの労働力の商品化と

いうことは、封建社会の解体過程――自分の労働する能力も自分で商品にできるという「二

重に自由な労働者」として、人権も認められる形で封建社会の、土地に緊縛されて農奴とし

て支配されている関係から解放されないと、資本のもとで賃金労働として働くことは、大多

数の人々にとっては許されてなかった時代が長かったですね。 

それが変化して、おっしゃるように、生産過程の中が全て商品を生産要素として買って生

産手段の方が商品化されるというのは前からあるかもしれないけれども、労働力の方が社

会的な規模で商品化されるというのが資本主義。それが行われるようになると、働く人々の

生活一般も商品関係の中でしか成り立たないということに切り替わった。商品による商品

の生産が全社会的に徹底した商品形態社会、徹底した市場経済社会に変わるということに

なった。そういう理解でよろしいんじゃないでしょうか？基本的には高原さんがおっしゃ

った通りだと思います。 

 

■質疑 

▲矢沢国光 

①商人資本と産業資本の関係ですが、産業資本が登場した後も商人資本はなくならない

のではないか―日本の商社のように。ついでに。金貸し資本も、同じく、なくならない。1990

年代以降の「金融化資本主義」においては、ものを製造販売しないでカネの投資で儲ける金

貸し資本が巨大化している。 

 

▲伊藤誠 

それはとても面白い問題です。この世界資本主義フォーラムは、岩田弘さんが開始された

と思いますが、岩田弘さんは、私がとても影響を受けた大事な先輩の一人です。 

世界システムとして資本主義を考える上で、世界システムの中枢部に資本主義的生産が

確立されるが、周辺部分にも様々な性質の異なる小生産者とか非資本主義的生産がひろが

る。それらを繋ぐときの関係性は商品関係だというふうにも見える。その商品関係は、担い

手を言えば、商人資本的なものが繋ぐことがしばしばある。 

マルクスが、言葉としては「商人資本」という言葉と「商業資本」という言葉が交互に使

われる資本論第 3 巻第 4 編という厄介な所がありますが、この厄介な章で扱おうとした商

人資本的なあるいは商業資本的な売買――安く買って稼ぐという形式――は、古くからの

商人資本と同じですが、この運動が生産過程で剰余価値を得ている産業資本に対して、卸売

りを受けて、その流通――産業資本が販売する過程――を組織化し、独立の業務に引き受け

て、それによって産業資本の運動を加速し、流通に関わる費用とか流通資本[流通過程にあ

る在庫の商品]とかを節約して、販売する機能をコストダウンすることができるということ

によって、産業資本の生み出す剰余価値の一部が分与される関係が、剰余価値の分配関係と
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して成立してくる。これが近代的な商業資本の中心的な役割だと資本論が書いている。 

そのときのマルクスの説き方は、「資本主義以前」という章[の名前]をつけて、「あの資本

主義以前の商人は、そういう産業資本の補完物としてではない形で、安く買って高く売る業

務を産業資本に先立って広く行っていた。それも商人資本だ」というふうに言っています。 

宇野が[これを受けて]言葉を使い分けたのですね――「商業資本」は、産業資本に付属す

る、第 3巻でマルクスが説いている、剰余価値の分配を受ける資本。古くからの資本の存立

形態は、むしろ「商人資本」。このようにつかい分けて、商人資本と商業資本は違うという

ことも含めて理解した方がいい。 

現実には矢沢さんのおっしゃった日本の商社というのは、古い商人的な活動と産業資本

として台頭する財閥企業の代表あるいは本社機能を商社がやっている。産業資本の活動を

補足しながら、古い商人的な農民の搾取収奪的なものも、世界市場でも国内でも同時になっ

て、二重の性格を合わせて商社がやってるのはおっしゃる通りで、現実にはそうだと思いま

す。 

ただ理論的には 2 つの側面を分けて、商業資本と商人資本という言う方が、整理がつく

と思います。 

 

▲高原浩之 

①商人資本、産業資本につづく金融資本というのは、要するに「資本を売買する資本」と

いうふうに理解していいのかどうか？ 

②「資本主義の金融化」と言われてるのは、要するに資本主義の中で金融資本が支配的に

なっていると僕は理解しています。それでいいのか？ 

③その場合、例えばレーニンは帝国主義論で「銀行資本と独占との結合が金融資本」と言

っています。その場合、どうも主体は、独占化した産業資本の方にあるような気がします。

今日の「金融資本」は、レーニンが規定した段階よりはもう一段進化してるというふうに理

解していいのかどうか。以上、お聞きしたい。 

 

▲伊藤誠 

これは大問題で、「金融化した資本主義」とか言われる現在の状況の理解に関わっていま

すね。 

ヒルファーディング以来の「金融資本」という規定は、元は、資本が商品化される株式資

本の発行とか売り出しとか、産業を株式会社するプロセスも含めて銀行が産業を支配する

ということです。産業を支配する銀行の役割を中心に、株式会社を基礎に金融資本規定を与

えたのはヒルファーディングですね。 

それではおっしゃるような株式を銀行が仲介していないことも[ブローカーとか]ある。株

式市場で株式がいきなり売り出されるときに銀行は介在しないのがアメリカの特徴です。

イギリスもそうであった。こうしたことから「金融資本に違うタイプがある」という話(タ
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イプ論)を宇野がするようになるわけですね。金融資本には類型の違いがあるが、国によっ

て差異ということも含めて理解されている。それが大事になったのは、19世紀から 20世紀

にかけて、マルクスの後で起こってきた現象です。 

後でまた金融の話とか、現代資本主義を論ずるとき、改めて覚えといてくださって、金融

資本とは何ですかということを一緒に考えられたらいいなと思います。 

 

●Ⅱ時限 設問［第 2 節（２）資本の生産過程］  

2 時 30 分－3時 25分（55 分） 

■導入～伊藤誠 

前回は資本論で言うと 1 巻の 2 編まで――貨幣の資本への転化まで――の部分だったの

ですが、その貨幣の資本への転化の最後のところで、労働力の商品としての売買を導入して、

資本の運動が、商人的な資本や高利貸し的な資本から、近代的な資本として生産を組織する

というところに入って、資本論では第一卷第 3編以下が「資本の生産過程」としての第 1卷

の表題の資本の生産過程の内容に本当に入るということになるすね。その入る過程の最初

のところに、実は労働過程というとても大事な節が最初に置かれていて、この労働過程とい

うことが大変なところで、商品経済の諸形態を一篇二編で解いてきたのに対して、それを前

提に資本の生産過程に入った途端に、人間が労働するということの人類史的な意義を改め

て考えることができる。その理由は最初に問題にした商品の二要因の使用価値として人間

社会全体の富の素材的内容が商品関係の 1 要因になっている。人間が労働するということ

は使用価値を作るという点から見直すと、それはあらゆる社会をつうずる人間的な労働の

過程をどう理解したらよいかという問題を含んでいるはずである。 

マルクスが言おうとしたことの一つは、そのときに人間は労働力が商品化されて、商品の

生産に従事する資本のもとで、やっている労働そのものは人類史的に人間が働くとていう

ことに通ずることをやってる。人間が働くというのはどういうことなんだろう。それは人間

が、自分の内部能力を自然力としての脳や手足の力を外界の自然に働きかけるのに使って、

そこから有用物を作り出すということである。それで自然との間に人間が物質代謝を営み、

その媒介行為が労働だ――こういう規定をひとまず与える。 

自然との間の物質代謝ということであれば、他の動物もやっているではないか。ミツバチ

は立派な見事な巣を作る。これもミツバチの物質代謝としての労働とて言えるのかという

ことを問いかけて、人間がやるときは、ミツバチのまねでやろうと思ってもなかなかできな

いかもしれないけれど、ミツバチと違うところは、あらかじめ自分がやりたいと思う構想を

立てて、そして意志の力でその構想を実現するために内部の自然力を発揮する。ということ

を意志の力、意識を発動してやる。そこが違う。そこのところにブレイヴァーマンが後で介

入して「労働と独占資本」だったかな、とてもいい本だと思うんですが、人間は表象を頭に

描くというときに言葉を使う。言語能力がそこに深く関与してるんだと言う。労働と言語と
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いうことをマルクスは言外に言っているけれども、そこが大事なんだということを追加し

てくれた。それで私もよくわかった。他の動物も意思疎通はしているかもしれないけど言語

としての体系的ないろいろなことを考える構想の幅が狭いですね。本能で意思疎通してい

ると言ってもいいかもしれない。人間は本能だけではなくて、いろんなことを考えて構想の

組み替えとか構想を立てるということをやって、それを意識的に手足の自然力を使って実

現する。だけど実現してやっていくうちに、内部の自然力も影響を受けて変わるということ

をマルクス言っていて、ここは何度読んでも面白い。働くことの意味ということを、これほ

ど深く考えた人はいないかもしれない。それがあの「資本の生産過程」の冒頭に、資本主義

的生産について書く最初にマルクスがやろうとしたことです。 

その労働一般ということを資本のもとに置いたときに、どういうことが起こってくるか。

この「資本の生産過程」が、第 2巻の最後まで、剰余価値の生産を中心に組み立てられてい

る。 

剰余価値はどのように生産されるかということの根本に、人間が働くということについ

ての労働過程論を与えている。超人類史的な観点で問い直されているということもよく覚

えておく必要がある。超人類史的な長いスパンで商品・貨幣・資本が生まれてきたというこ

とと、長いスパンで人類史を通じて、人間が労働過程をやっていた――この二つが社会的な

規模で合体されて、資本の運動のもとで生産過程をやると、あらゆる生産活動が、ほとんど

のものが、商品関係の中で価値関係を通じてやられるようになる。こういうことがはっきり

しているわけですね。資本主義的生産はそういう人類史的な意味をもって成立し、資本の生

産過程は、その中で剰余価値生産を行っている。こういうパースペクティブで読まなければ

いけないと思います。 

 

設問●「労働の価値」と｢労働力の価値｣とは、どうちがうのか? 

▲中村由紀男の回答 

(『入門資本主義経済』の)「第２節(２)資本の生産過程」を読み返しましたが、使われて

いる用語や表現が難解で、正直言ってよくわかりません。 

資本家は、労働によって産み出している価値を労働者に十分報酬として与えていない、つ

まり剰余価値分を搾取しているのだと、若い頃に教えられてきましたが、そのわかりやすい

論拠が知りたい。 

例えば、29ページ目の「労働力が商品化され、.....産出される労働生産物のすべてが商品

として取引される」はわかりますが、「労働者の経済生活の維持に要する必要労働時間と、

それを超える剰余労働時間との社会的関係も、労働力（商品）の価値と資本の獲得する剰余

価値の社会的な実体をなすこととなる」は、ちょっと意味不明。 

31 ページ目の「労働力は、人間の主体的能力であり、人間の労働により産出される労働

生産物とはいえない」が労働力の価値と労働の価値の違いを端的に表していると思います。 

32 ページ目に「労働力が商品化される場合、１労働日あたりの労働力（商品）の価値の
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実体は、賃金を介し、市場で労働者がその生活の維持再生産に要する生活手段やサービスに

対象化されている平均的な労働時間を、必要労働時間として入手する関係を示す」とありま

す。つまり、資本主義では労働の価値に値する報酬が与えられる仕組みになっておらず、（維

持再生産を含む）労働力の価値に応じたものを与えられなければならないはずだが、それも

そうなっていない、ということなのでしょうか？ 

余談ですが、残業への報酬は基本的には時間に応じたものになっていますが、それはまた

別問題ですね？ 

すみません、いろいろ教えてください。  
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設問●剰余価値とは何か？相対的剰余価値の生産とは、どのようなことか。［Ⅲ（４）］ 

▲阿部静夫の回答 

・剰余価値とは、マルクス経済学における基本概念で、生活に必要な労働を超えた剰余労

働が対象化された価値をいう。 

・構想と実行の二面を特徴とする人間労働は、古くから自らの生活維持に必要な生活手段

だけでなく剰余生産物を生むようになった。労働力が商品化され、資本が労働力を使用して

労働・生産過程を社会的に繰り返す仕組みになると、労働生産物のすべてが商品として取引

される。 

・古典派経済学は、資本主義市場経済のしくみを自然的自由の秩序として、その特殊な歴

史性を明らかにせず、資本が剰余価値を生産する原理も解き明かせなかった。 

・マルクスは古典派労働価値説を継承しつつ、商品価値の形態としての価格関係と、その

背後の価値の実体としての労働量の社会的関連を区分して、資本主義市場経済の歴史性を

明らかにして、剰余価値生産の原理も明確にした。資本が賃金労働者から購入しているの

は、「労働」ではなく「労働力」であるとして謎を解いた。 

・労働者が労働の生産物の所有者となりえないのは、労働支出がすでに資本に売られた、

商品としての労働力の使用価値とされるためである。商品の使用価値は買い手の自由な利

用にゆだねられるためである。職場の労務管理や人事権が基本的には資本の権限とされる

のも、同じ理由に由来する。 

・資本家は剰余価値を最大化しようとするが、2 つの方法がある。一つは「絶対的剰余価

値生産」で、必要労働時間を超えて労働日を延長して働かせる方法だが、限界がある。二つ

目は「相対的剰余価値生産」と名づけられ、労働力の価値を下げることによって必要労働時

間を短縮することである。生産力向上により生活手段の構成商品が安くなれば、生活費が安

くなり労働力も安くなるからだ。 

⇨資本家はより安価な商品を目指して相互に競争している（特別剰余価値の生産）。 

⇨この競争が個々の商品を安くし生活費を安くし、賃金を引き下げる前提を生み、非正

規雇用の低賃金を生み出す構造にもなっている。 

・階級社会の廃止後には、剰余労働は、災害、疾病、老後のための保険、および生産拡張

の基礎として存続するが、この機能は必要労働と対立するものでなくなり、むしろ必要労働

を補完するものとなる。 

 

■講評・伊藤誠 

労働を買うというのと労働力を買うということの違い。労働力を買うというのは、「労働

する能力」が商品として買われる、ということであり、商品としての労働力の使用価値が労

働であるというふうに分けて、労働する能力を使用する側に立って考える。自分で使用する

ときには自分のために働くということになるのですが。 
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それで労働するときに人間は古くからいろいろ構想を立てて工夫して働くので、他の動

物と違って、効率的に働こうというようにやり方を工夫する。さしあたり自分が生きていく

上で、普通の生活をする以上の剰余の生産物も作り出すということは、人間の労働という活

動の重要な一面として、人類が例えば猿から進化して、ある程度共同生活をしていたのかも

しれませんが、あるところまで進化をすると必ず剰余の生産物を作るようになる。その剰余

生産物が共同社会をしていても、割合古くから剰余の生産物を支配して縦社会的な身分が

わかれたりする。 

剰余の生産物を働く人が平等に分けるというのは本当の原始共産社会で、エスキモーな

んか依然としてそうやっているらしいのですが、ある程度進化する共同社会になっていく

と、剰余生産物を、ある一定の人が再配分するとか、社会のために使うとか、対外的な侵略

に備えて戦争の準備をする、それを集めて剰余の生産物を支配者が自分のものにしちゃう

ということで、階級社会になる。 

階級社会が奴隷制社会になったり、アジア的古代社会は君主ができる限り剰余を集めて、

それから中世封建社会では五公五民で働いた成果の半分ぐらいは武士階級が現物で取り上

げる。そういうようなはっきりした階級社会もあった。 

それは「労働の成果の中に剰余の労働時間を含めて働くようになる」ということを、人類

史的には示していると思います。 

仕組みが資本主義になったときに資本・賃労働の関係で処理されるようになって、中村さ

んが「十分労働の成果を払ってないということなんでしょうか」というふうにおっしゃる、

あの質問と繋がってきますが、剰余生産物・剰余労働までは払ってないですね。それを全部

労働者に払うしくみ、労働の成果全体を払う仕組みが成立したとすると、全労働時間を労働

者が自分たちのものにできれば、搾取は成立しないということなので、無階級社会になりま

す。それはそうなれば本当にいいなっていうふうにわれわれは思って、階級社会を突破しよ

うっていうことも、理念としてはありうると思ってきたわけですね。その時には労働成果全

体が自分たちのものになるから、剰余をどういうふうに未来のために使うかというときに、

阿部さんのおっしゃった、福祉とかそういうことも充実させて、みんなが安心して暮らせる

ようにしようじゃないかという組み替えが、みんなの相談でできていく。剰余についてちゃ

んとできるようになるのが理想だと思います。 

で、剰余それ自体はなくしたことになるのか、剰余はあるけれどもみんなのものになるの

か、考え方は二つあるように思います。それは近いことですね。非常に近いところになって、

剰余を特定の人がたくさん持ってるとか、資本家階級と言われる人が集中的に[剰余の処分

の]決定権を握っているとかいうのとは全然違う仕組みにしたいわけではない。それに比べ

ると、剰余か剰余を含む全体の労働に対する支払いをしてないのではないかという言い方

はできるんですが、なぜそういうことができるかというと、それは人間の労働力を商品化す

るということの根本にメカニズム・仕組みがあるということが、マルクスの発見なんですね。 

それ以前の古典派経済学までは、労働を売買するということと労働力を売買しているの
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と、言葉の上でも分けられなかったために、労働、売ったら労働の成果、8時間に 8時間の

全体が支払われていいじゃないかということについて、そうなれば剰余価値は発生しない

ので、古典派が内容的に考えている全労働の成果が労賃・利潤・地代となって三大階級の経

済的基礎に分配されていく基本的な仕組みが、「労働の売買」という言葉でわからなくなっ

た。労働を売り買いするということと労働力を売り買いするっていうことの違いがわから

ない。マルクスがやったのは労働力の方が商品化されていて、その価値は労働力を再生産す

る過程で必要な労働を獲得させることに労働力商品の価値がある。一般商品がその再生産

に必要なコストを取り戻させるということで理解できる。労働力という商品も再生の基本

を保証する商品的な財貨ということでいいんじゃないか。ただその労働力という商品は、一

日生活して、その生きていくということの中で、必要労働を超えても働ける。必要労働が 4

時間分とか 5時間分で、それを超えて 6 時間、7時間働くこともできる。働かなければ寝て

いるかというとそうでもない。 

一日は 24 時間あるわけですから、24 時間のうち 8 時間あれば[労働力の再生産のための

労働、必要労働に]十分だということであれば 16 時間、余るわけですね。16 時間は自分の

ために自由に活動する時間もあって、当然だということになるでしょうけれども、生産活動、

労働過程として様々な有用なものを対象の過程で獲得する。そういうことに何時間分働く

かっていうことにフレキシビリティがあって、労働時間が労働日という規定で、資本論では

問題になる。 

阿部さんがおっしゃっていたように、マルクスの当時は 10 時間が普通の労働時間。長い

ですよね。そのくらい働いていたとことは、社会的な慣行として確立されてきた。それでは

婦人子供が再生産が難しい。病気になってしまう人が多くなって、8 時間にしましょうって

いうようなことが労使関係の中で闘争も含めて広がっていく。 

10時間でも働ける、12時間、15時間も働くことができる。人間としても労働をする能力

と労働力を再生産するときのレベルが同じでも、何時間働くかということのフレキシビリ

ティがあって、労働力という商品の使用価値が何時間であるかということは、労使関係がい

ろんな闘争も含めて確立されてきた。通念として、残業手当が厳しく規制されて、追加され

た残業手当でプラスして、時間給で働くということはおっしゃるようにあるんですけれど

も、そのことを含めて時給の考えで賃金というのは労働時間に対して支払われる労働の価

値だっていうふうに通念として常識化されて、日常意識ではそう考えるために、資本家も

「時間通りに払ってます」というふうに考えるでしょうし、受け取る方も「時間(相当分)は

もらっています」っていうふうに、残業手当も含めて考え出してしまう。 

だけどその中身はどうかと考えると、労働力の価値は支払われて、それが時間給で払われ

るために、そういう通念が、「時間通り全部払ってもらっています」というふうに意識され

てしまう。それでマルクスはその意味で、労働者が提供する労働時間と必要労働時間として

生活を支える時間の関係性について、奴隷はやっぱり剰余労働をしていながら自分を支え

る労働も本当はやっているはずだ、とした。剰余労働と必要労働――奴隷だって二つやって



18 

 

いるのに、奴隷の意識・主人の意識は、「全労働時間は主人のものだ。奴隷は人格がないか

ら全労働時間が主人に所属している」というふうに両方で思うことになる。 

封建社会の五広五民は割合はっきりしている。半分は自分たちの家族のために働く。あと

の半分は、労役として、本当に空間的に違う荘園で働かされる。ヨーロッパでは五広五民が

現物ではなくて、労働時間――自分の荘園で週の半分働き、封建領主の田畑であとの半分働

く。これは時間意識としても、生産物の区分としてもわかりやすいですね。 

労働時間の半分が身分的にどうしても持っていかれる、ということはわかりやすい。で、

近代社会になって賃金労働者になった途端に、その両方が時給で払われているから、全労働

時間は家族のため自分のために、どうしてもそれだけ働かなきゃなんない労働者の方も思

うし、雇用している側も全労働時間払ってますっていうふうに思うようになる。 

奴隷と、農奴と、近代賃金労働者の意識が同じように必要労働で労働の両方[必要労働と

剰余労働]やっているにもかかわらず、関連の方で意識される様式が違うということをマル

クスは指摘している。それも参考になると思いますね。 

ポイントは、労働力という商品は、その再生産の費用として、労働力の価値は支払われる。

で、剰余労働は資本家の利潤とか利潤から払われる商業利潤とか地代の源泉という剰余価

値を形成するという関係が、労働力の商品としての価値と使用価値の違いですね。 

使用価値の方は、1 日の労働が 8 時間なら８時間ということ全体。私の計算では、封建社

会の五公五民よりは少しは良くなったかもしれないけど、平均給与 4 百何十万円を所得平

均とすれば、全体として労働時間の成果全体がネットの国民所得を形成しているとすると、

800 万円ぐらい全員が受け取れば搾取もしていない、搾取もされていないというふうにな

る。社会主義になったらそうしてもいいんじゃないかと私なんか思っているのですけれど

も。そういうふうになったとすれば、生産拡大のためとか、共通の医療費・社会保障費等に、

800 万円のうちからカンパしなければならない。税金として持っていってもらってもいいわ

けだけど、半分ぐらい提供してもいいかもしれない。それを剰余労働というふうに読むか、

自分たちのものの一部が必要労働として本当に自由になるとそれ以上のものはカンパに税

金で持ってくるか――考え方がわかれる。マルクスはどちらかというと剰余はやっぱり将

来社会にも剰余労働としてあって、それが社会化されるんだと言っているように思います。

第 6章またふれます。 

 

■質疑 

▲矢沢国光 

その労働力の価値というものが客観的に決まるものなのかどうかという点について、お

伺いしたい。 

①労働力の価値というのは、労働力を再生産するために必要な生活資料を買い戻す。その

金額によって決まるというふうになっていますよね。しかし実際にはイギリスの場合には

それに近いかったのかもしれないが、日本の明治以降の資本主義化の過程なんか見ると労
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働者というのは、必ずしも労賃だけで生活してるわけではない。農村に住んでいて、そこで

家族が自分の家庭菜園で農業などしながら、生活を支えている人が多かったと思います。そ

うなると労働者の労働力は必ずしも労働賃金だけで再生産されているのではない。 

また、労働力の再生産に必要な生活資料のレベル自体が時代によって地域によって変わ

っていく。しかもそれは、ある意味では労働者と資本家の間の闘争、いわゆる階級闘争によ

って決まるような面があるから、客観的に決まるものではないのではないかとていう気が

します。 

「労働力の再生産に必要な生活資料」というのは、労賃の最低レベルを示すものではない

か。 

 ②労働力と労働の違いということについて。「剰余労働の源泉の秘密が解き明かされた」

ことの意味ですけど、「労働者を搾取してる」といういわゆる搾取に対する非難という面が

非常に強いような気がします。確かにそういう面もありますが、我々がこういう経済分析を

する意味というのは、たんに「搾取してるからけしからん」というモラル的な批判ではなく

て、資本主義の性質を解き明かすことが重要だと思うんですね。そういう意味では資本家に

とっては労賃を引き下げて、いわばコストを下げて利潤を上げないと資本としてやってい

けない。そういう運動法則として、労賃を下げざるを得ない。搾取論からもうちょっと一歩

進めた資本の運動法則論という観点から見る必要もあるのではないかと思いますが、そこ

ら辺どうでしょうか？ 

 

A 伊藤誠 1:48 

①前半の問題は、おっしゃる通りで、客観的ということの意味内容ですね。商品として生

産物が作られているときの必要な労働時間が客観的に決まっているのは、投入される資材

とそれから最後に労働力が加わる加工プロセスが入るわけですが、それを含めて投入産出

の技術的な体系が社会関係として与えられていれば、技術の体系の中で、投入産出の関係構

造が商品 1 単位あたり、例えば特定の機能を持った標準的な鍋なら鍋 1 個何時間労働が必

要かというのは確定できる。数理的に見ても、理論的に考えても計算可能で、確定できる。

これは客観的な必要労働時間の確定性ですね。 

それに対して人間という存在は、労働によって作るというものではない。生まれてきて育

ち、補助的な作業はいろいろやるにしても、労働が作り出すものではない。ロボットと違い

ますね。ロボットは工場できるが、人間を作る労働はない。人間は、労働生産物ではないの

です。人間は、労働する主体ではあるけれども(労働が作り出す)客体ではない。 

人間の維持再生産ということになると、どのくらいの生活水準で労働力を維持するか、再

生産するかということは、おっしゃるように時代によっても違うし、様々な生活資材が豊富

になってくるとそれに応じて変化する、上がっていくとか豊かになっていくとかいうこと

も含まれるんですね。 

含まれている可能性の中で、どの辺でそそれぞれの時代のそれぞれの社会が標準的な生
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活水準を労働者全体として形成するかということについては、マルクスは歴史的文化的要

素が労働力商品の価値決定には入るんだ、という表現で述べた。 

それを非客観的と言えるか、主観的と言えるかというと、私はそれはちょっと違うんので

はないかと思いますね。 

主観で決定するものではない。それから非客観的だと言われても、時代と国によってスタ

ンダードの生活水準というのはほぼ確定されて、個別契約はそれを前提に、それより高いか

低いかいうバリエーションを含めて、通常の生活水準というのはなんとなくできてくると

ていうのはあるのではなかろうか。 

決定原理としては社会的になっているとは言え、社会的な決定だということは言える、政

府が決めるとかそういうのでもない。 

階級闘争も一つの重要な要因だと思います。80 年代以降、とても労働者階級の運動が弱

体化させられ、解体させられる一方だったので、非正規が増えて、実質賃金がちっとも上が

らない。世界的に見て韓国より相当低い水準に日本の賃金労働者はいて、実生活の水準が下

がてしまったのが現実です。それも一つの社会的で歴史的な決定原理だというふうに言え

ば、言えるかもしれない。 

それがある水準に決まれば、それを構成する生活必需品の中に入っている労働時間は、技

術的に決定できるわけです。 

生活水準と技術の関係で、生活水準の方は社会的に決定される。それが決定されると、生

産の技術で、そこに含まれる労働時間がきまる。 

人間の労働力は、他の生産物とは、再生産に必要な労働時間の決定の仕方がずいぶん違う

ことはおっしゃっていいんですが、そこに客観的でないとまで言わない方がいいんじゃな

いかというのが私の意見です。スタンダードが形成されるということは、社会的歴史的要素

を含めて、労働力の価値の決定原理の 1 要因だということを認めておけばいいのではない

かと思います。 

 ②「搾取」というのは、労働時間の中の剰余労働部分が自分たちのものにならないという

ことを「搾取」という言葉で言っているので、そのことを学問的に定義をちゃんと定義して

おけばいいのではないか。 

それに対して少し文脈が違う形で「収奪」とかいうと、搾取を超えて自分のものであるは

ずの私有財産としての家財産が、取り上げられていくとか、搾取を超えた、ひどい形での低

賃金とか、非正規でそういうことが実際に起こってるということは言っても構わないんで

すね。 

基本原理として搾取っていう言葉をなしにしましょうということまでしないでもいいの

ではないか。搾取の定義は、全労働時間中剰余労働が自分たちのものにならないで一部の人

に自由にされてしまう、ということを内容としている、ということでいいんのではないでし

ょうか。 
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▲矢沢 

経済的な法則としての搾取という理解でいいわけですね。 

 

▲青山 

矢沢さんにお聞きしたいんですが、階級闘争と賃金決定の関係について岩田弘さんはど

のようにお話されたんでしょうか？  

 

▲矢沢 

僕が聞いていたのは、岩田弘さんは「賃金のレベルというのは階級闘争で決まるしかない

んだ」という言い方をしていましたね。 

 

A 伊藤誠 

資本論の体系ですと、「労働日を巡る闘争」という章があります。労働時間を何時間にす

るということについては闘争っていうことは当時チャーチズムですが、その当時の労働運

動が普通選挙を求める、ブルジョア的な要求と合わせて、働く時間を無茶にならないように、

再生産可能な時間に制限してほしいということを強く重ねて、10 時間法を通したとかいう

ことは分析されている。そのことは多分、労働者の闘争の重要な一面である賃上げとか賃金

決定の交渉にも同様に使えるとは思うんですけれども、資本論自身の叙述の中で、労働日の

闘争の方にだけそこを言ってるというのはちょっと片手落ちのような気はしますね。 

岩田さんおっしゃってるのはその点ではないかないかと思いますが、だからといって階

級闘争のみで決まるかどうか。様々な便利なグッズが、それこそ技術革新で生まれてきます。

それが普及して、販売するために一定の所得は労働者に与えないと市場が成立しないとか、

そういうことがあります。フォーディズムもその一つで、高生産性で車を大衆化するために、

労働者にある程度の賃金上昇を許容するということは、経営側の観点から見ても望ましい

ということがなくはなかった。 

だけど、戦後の労使協調のあの高度成長期の合意――生産性基準原理やりましょうとか

――は、労資闘争の結果と言ってもいいけども、それが崩されると、本当にずれてしまった。 

 

 

▲矢沢 

労働力の再生産に要する費用といっても、国家財政によって教育費とか医療費などを出

す場合には、直接支払われる賃金が非常に少なくても、労働力の再生産が可能になるわけで

すね。この点は、どう考えればよいのでしょうか。 

 

▲伊藤誠 

それは阿倍さんが考えておられる一面で、そういう問題は残りますね。どちらのタイプで
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いくかというタイプの問題があります。 

例えばソ連型体制を第 6 章でやりますが、そういうことが公的に保障され、厚く感謝さ

れていたからソ連における賃金は非常に割安だったと私は思います。逆相関ですねそこは。

片っぽが厚くなれば片一方が少ないということはありうること。私の意見は全部労働者に

還元して賃金なり労働の報酬として全員に配るモデルもありうるなんですね。その場合に

は逆に労働者の所得からカンパしなきゃ支えられないですね。 

 

 

●Ⅲ時限 設問［第 3 節（２）剰余価値の分配諸形態］ 

3 時 30 分－4時 20分（50 分） 

（伊藤誠先生 5 分 参加者 25 分［2 設問］ 伊藤誠先生 20 分） 

■導入～伊藤誠 

第 3時限のここは、資本論第 3 巻にあたるところが中心になると思います。「三大階級と

その経済的基礎」というふうになっていますが、労働に対する賃金、資本に対する利潤、土

地所有に対する地代――これが資本家と土地所有者と賃金労働者の三大階級の経済的基礎

を示すものとなる。そのうちの労賃については資本論は第一卷で主に扱っておりまして、で

第 3 巻は労賃を支払って資本が生産する剰余価値の分化諸形態として、まず利潤を巡って

資本が競争する。 

足りないものは、社会的に需要が過大になっているわけだから、市場で価格が上がって、

資本が競争上有利な生産に流れ込んで生産を拡大する。速度を早めるということで、資源や

労働が社会的に不足しているものには厚くされていく。 

逆に余っているものは市場で供給過剰ということで価格が下がり、ブレーキが落ちるか

ら、その時には資源・労働はそこから流出するというような調整が働いて、労働時間の社会

的な配分が、無政府的な競争を通じて、利潤率を巡って資本が平均的な利潤を、各産業の違

いを超えて受け取れるような方向に法則的に調整作用が働く。利潤率を巡る資本の競争で

コストプラス平均利潤という生産価格が労働生産物の[価格の]基準として作られて、それを

超える市場価格、それを下回る市場価格は、無政府的にしょっちゅう動くわけだけれども、

それがグラビテーションナルセンター[重心]を巡る運動として、市場での調整的な基準を持

つことになる。 

その利潤率を巡る資本の競争が基礎になって、第三巻全体の第 1 篇から第 3 篇までが利

潤論となる。その利潤の競争的な配分原理が次に、先ほども問題にした商業利潤を得る商業

資本に流通過程としての販売を委ねるということで、生産もある形で遊んでいる資本が少

なく済むように調整されて、効率を上げて剰余価値が増産される。増産される剰余価値の一

部を商業利潤に分け与え、卸売価格で安く引き渡し、そして小売価格との差益を商業資本が

獲得する商業利潤が商業資本と並んで成立する。 
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これが第 4 編の話ですね。それに続く第 5 編がここで問題にされている信用論とか利子

論で、ここが厄介で、マルクスも苦労した。結局、最終的に未整理なメモを集めたような書

き抜き、マルクスの有名なノートをとってはコメントを書いていく学問的な仕事の積み重

ねが十分原稿として完成されない形で集められて編集されているのは第 5 編利子論。その

内容がここでは商業信用、銀行信用の二つの形で問題になっている。 

商業資本と産業資本の両方が現実資本という名前において再生産に携わる資本にあるわ

けですが、その現実資本における遊休資金が社会的に相互利用される仕組みが企業間の商

業信用と、企業を超えて銀行が組織する資金の融通機構としての銀行信用の二つの信用形

態で、融通関係を巡って利子が派生的な剰余価値の分化形態となる。 

それも融資を通じて追加的に得られる剰余価値の一部が、利潤を介して利子として分与

されるということに近代的利子関係の特徴があるということで銀行信用の組織を明らかに

している。 

最後の第六篇が地代論になっていて、平均利潤を巡る資本の競争に条件の異なる土地の

条件がかかわる。独占可能な優良な土地が使われている場合、その土地だけでは農業生産物

が足りない場合、最劣等条件の土地が社会的に必要とされて動員されるときには、それより

有利な土地、自然力を持っている豊地に投資した資本は当然特別の利潤を得ることになっ

て、その超過利潤が[土地の所有者に]差額地代として支払われる。これも剰余価値の一部が

地代として分与されて、土地所有者の基本的な収入形態－－地代の基礎が確定されたとい

う問題を第六篇でやっている。 

資本論の第 3巻が、利潤論、商業利潤論、利子論、そして地代論という形で構成されてい

る。その部分、特に信用関係のところを問題にしようということだと思います。 

以上全体構想の中での資本論との関係です 

 

 

設問●銀行の原理的な業務と社会的な機能をあきらかにし、あわせて銀行利潤がどのよ

うにして取得されるかを説明せよ。［Ⅶ（３）］ 

▲柏木勉の回答[当日、欠席。青山が代読] 

資本の生産過程では、何らかの遊休貨幣資金（資本）が生じる。減価償却費や蓄積資金や価格

変動準備金などである。だが、これらは直接的には価値を生まない。従って、これら不生産的な資金

（資本）を生産資本化して価値増殖に向けて動員することが資本にとって合理的になる。 

  

銀行は、これら遊休資金を集中させ貨幣市場を形成・確立して、銀行信用によって生産資本化に貢

献する。生産資本化によって資本全体の剰余価値が増加して、その増加分の一定部分を利潤として得

る。これが銀行利潤の源泉である。 
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商業信用は個別的・直接的な狭い範囲内でしか展開できないが、銀行は不特定多数の産業・商業

資本と信用関係を形成し、広く社会的な・一般的な信用関係を銀行信用として形成する。 

単純化すると、銀行の産業資本への貸付利子は、持ち込まれる商業手形の割り引き率によって決定

される。この割引によって商品の販売は促進され価値増殖が進む。一方、銀行は産業資本の遊休資金

を利子（預金利子）をつけて預金として集中していく。この両者の間の利ザヤが銀行の利潤となる。 

言い換えると、前者は資金を高く売りつけ、後者では資金を安く仕入れる。資金の商品化である。その売

買価格の差額が銀行の利潤となる。 

このような銀行による資金の融通は貨幣市場を形成して、社会的な資金の広範な売買（貸付に対

する利子が与えられる関係）を通じて一般的利子率が確定してくる。 

（以上が銀行の原理的な業務と社会的な機能である）。 

だが、これに留まらず銀行は、自ら貨幣の支払いを約束する手形、すなわち銀行券で貸し付けを行う

ようになっていく。この手形（銀行券）はいわゆる兌換銀行券であるが、銀行の信用にもとづいて兌換請

求なしに一般的に流通していく。すると銀行は手元資金量の何倍もの銀行券発行が可能になる。これが

信用創造である。 

以上のように遊休資金（資本）の融通・仲介によって遊休資金（資本）を生産資本化させ、価値

増殖を促進させることが銀行の役割である。このような銀行の多数が、さらにひとつの銀行に準備金を集

中させると中央銀行になり、中央銀行券が発行される。 

                                                    以上 

（付記：銀行は資金が必要な部門に資金を貸し付け、当該部門の利潤を増大させる。それを通して 

利潤率均等化を促す） 

 

補足～青山 図解 資本主義的信用体系 
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設問●中央銀行の原理的な意味は何か。 

▲矢沢国光の回答 

（１）遊休貨幣を資本家相互間で融通する（貸借する）のが「信用」である。 

・信用は、取引のある資本家相互間の商業信用を基礎とする。 

・資本家相互間の貸借（債券債務関係）は、（市中）銀行による商業手形の割引によって、

資本家と銀行のあいだの貸借（債券債務関係）に転化される。銀行は、手形割引、すなわち

信用の供与を、銀行預金（借入資本）と自らが発行した銀行券（一覧払いの債務証書、自己

資本）によって行う。［預金と発券残高の合計が、銀行の負債項目となる。割り引いた手形

が銀行の資産項目となる］。 

・中央銀行が成立すると、発券業務は、中央銀行に集中する。市中銀行の資金が逼迫する

と、市中銀行は、手形を中央銀行によって再割引してもらう。金融逼迫時の中央銀行の信用

供与能力は「最後の貸し手」と呼ばれる。 

・こうして、最底辺の資本家相互の商業信用、その上の銀行信用、最上層の中央銀行信用

というピラミッド型の信用体系が形成される。 

（２）中央銀行は国民経済を金融的に統括する。中央銀行券は国民通貨であり、その信用

は、［金準備だけでなく］国民経済に対する内外の信用にもとずく。その意味で、中央銀行

は、国家の銀行であり、中央銀行券という国民通貨の発行権は、国家主権の一部を構成する。 

（３）言い換えると、中央銀行の成立が、国民経済成立の指標となる。1609 年創立のオ

ランダ・アムステルダム銀行は、ヨーロッパ商人の持ち込む各種金属貨幣をギルダー（グル

デン）金属貨幣に両替したが、発券機能を持っていなかった。イギリスのイングランド銀行

は 1692 年に成立し、公債発行による戦費の調達をにない、租税財政国家の中軸的な機構と

なった。アメリカの中央銀行の成立は 1913 年でおそい。国内市場が広大、南北戦争の影響、

銀行が法律により州内の営業しか認められていなかったことなどが、国民市場の統一の遅

れ、中央銀行成立の遅れをもたらした。 

 

■講評～伊藤誠 

商業信用は個別的な狭い範囲で資金を相互融通する。その遊休資金として各企業は生産

をやりながら、持たざるを得ない資金がどのように形成されるかは、実は資本論の第 2 巻

の「資本の回転」という編で取り扱っている。 

遊休資金のあらわれ方。生産期間と流通期間が整数倍でない場合、ある期間流通を終わっ

て資金化されていても生産がまだ継続中だとまとまった資金として投入されないで、しば

らく遊休する。生産期間と流通期間のずれから遊休資金が生じてくるということを述べて

いて、これは蓄積準備金、価格変動準備金、減価償却費が資金として貯められるというのと

あわせて、マルクスが指摘する遊休資金の四つの形態ですね。資本が回転しているとどうし

ても短期の資金で、貨幣形態に置いておかなければならない部分が各企業とも多かれ少な

かれ生じていて、それこそ客観的な資本の運動に伴って、どうしても遊んでしまう資金とし
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てお互いに持ってるということを述べている。 

 

これと、ケインズが考えた流動性選好というのはちょっと違うんですね。流動性選好は。

資本市場や何かで、先行きを見て貨幣的なキャッシュを増やしておいた方がいいという心

理がみんなに広がると、主観的な心理として流動性の高い資産を増やして持つようになる。

これが現実的な心理的な主観的な判断として資金保有の動態重視。そういう不安感が増し

てくると資金が回らなくなって投資が行いにくくなるから不況になって、それを何とか国

家が財政政策とか金融政策で動くようにいた方がいいっていうのがケインズ政策の根本の

考え方ですね。 

 

マルクスは、そのような心理的な選好の問題じゃないんですね。資本の現実的な運動に伴

って客観的に遊休資金が四つの形態で生まれざるを得ない、それを融通するということを

述べています。 

 

資本がお互いの遊休資本を手形で振替するという連鎖を結んでいく。商業信用としては

当時は手形が主要な企業間信用の形態であって、銀行に組織される資金の融通関係の基礎

に広く自立性を持って企業間で債権債務関係が結ばれていくという側面も重要ですという

ことをマルクスは述べていた。 

銀行はそれを組織して手形を割引くという形で貸し付けを与えてそして資金融通させる

ために金利を払う。預金利子と貸付利子の差を、銀行が投資した準備金とか建物とか銀行員

のサラリー支払い等に充てるコストがまず自己資本に対する利潤も含めて回収されなけれ

ばならないわけですが、コストを超えて回収した残りが生まれれば、銀行の利ざやとする。

短期資金を安く買って高く売る資金の商品化、貨幣の商品化を媒介する銀行は、その意味で

特殊な商業資本と言っていいかもしれませんね。 

商業資本は一般商品を安く買って高く売る。銀行は、商品一般ではなくて、資金という、

遊休している貨幣の社会的な売買を利子を価格として売り買いする。資金を売ったり買っ

たりしつつ、マネーマーケット[資金市場]を銀行間でも銀行と企業の間でも展開する。 

資本主義以前の金貸資本は、農民とか、貴族が戦争するとかいうときに臨時の出費で消費

者金融ですね、それこそ収奪的な高利で、財産を差し押さえて、娘も売り払わせるという高

利の乱暴な収奪機能も含めて、利子を集団的に取り立てる形態で動いていた。その利子を資

本主義が引き継いだとき、産業資本を中心に回すようになる。 

 

産業資本が(遊休資金を)借りて追加的な利潤を得て、その一部から利子を払う。剰余価値

の一部の分配形態として産業資本から(信用の貸し手に利子が)分配される。利子を受け取る

機能に転化する、そうなると利子関係がある意味で合理化されるわけですね。ある意味でと

いうのは、資本・企業を中心に獲得され、追加的に利潤を増やした部分から利子を受け取る。
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これは合理的な剰余価値生産の基礎に基づいた利子の追加的な配分形態が、剰余価値生産

に関係して恒常的に繰り返されるようになるからです。それは資本主義的な利子関係とし

て近代的な合理的な利子関係に転嫁されるということを述べる。 

 

そこに次のときに利潤率と利子率の関係性をマルクスは、続いて考察するときにも問題

にされるわけですが、マネーマーケットの資金の需給関係で利子の水準が決まるというと

きに、0から平均利潤までの間のどこかということになって、利潤を獲得するときに利潤率

より利子率が高いということだったら借り手がいなくなるだろうと一般論で言えるけれど

も、新古典派体系はそこの関係――利子率と利潤率の関係－－について緊密に結び付け過

ぎていて、限界的な利潤率が利子率として授受されるとする。 

従って利潤率が高ければ利子率も高くなるだろうというふうに考えていくのですが、マ

ルクスはそうは見てない。その根本は、重商主義から古典派経済学までの、マルクス以前の

伝統を引き継いる点もあるのですが、利潤率と利子率の決定原理は全く違うと言って、利潤

率の方は、それこそ矢沢さんが[労働力の再生産費用について]さっきおっしゃった、客観的

な条件、これは技術の体系と実質賃金の水準、これが決まると平均利潤としての一般的利潤

率の決定原理は客観的な条件で確定可能ですという。これは、最初に剰余価値の平均配分の

原理として明らかにしているわけですね。 

 

利潤率の決定原理と利子率の決定原理――マネーマーケットの需給関係で変動するとい

うときの利子率の決定原理――は全く違うということをマルクスは述べる。 

利子率の方は、(遊休資本の)需要と供給の関係で日々変動する。需要が大きくなれば利子

率が上がるということになるのですが、それは誰の目で見てもわかるような、その日その日

の利子率として、オープンに目に見える形で定義される。利子率の方がわかりやすい。 

その利子率が平均利潤とどういうふうに関係するかということについては、一般的には

言えないという。利潤率と利子率は決定原理が違うというのがマルクスの経済学のベーシ

ックな組み立て方の大変大きな特徴で、そこは覚えておいてください。 

 

利潤率と利子率の決定原理が違うから、そこに、後になって現在のように、公定歩合とし

ての中央銀行の利子率が、ある形で利潤率との関係性を意識しながらも、相対的に独立の設

定関係を金融政策・公定歩合政策として操作できるという余地も生まれているのではない

か。今のアメリカその他のインフレ対策で公定歩合が引き上げられ、株式市場等にはダイレ

クトに響いてますが、現実資本が挙げる利潤率がダイレクトに公定歩合にリンクして動く

ということはある意味、あり得ません。 

 

現実資本の利潤率がどうなってるかということと関係なく、マネーマーケットの利子は

変動する性質を持っている。こう考えた方がわかりやすいですね。 
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その関係の中で、銀行資本があげる銀行利潤の元は、その貸付利子率の方に、剰余価値の

分配の一形態として、利潤が分与される。それが利子として与えられて、利ざやを稼ぐ銀行

資本の利潤の源泉になる。それが、一種の商業資本的なマーケットにおける仲介業としての

銀行に、収益の根拠を与えているということになる。 

 

資本主義の発達の過程で、まともな銀行は、銀行業務を対企業貸付に特化してくる。その

重要なメカニズムを明らかにしているわけですね。その際に労働者大衆に対する消費者金

融はあったのか、なかったのかというと、周辺部分――質屋とか高利貸し――というのは残

ることは残るんですが、それは近代的銀行の中心的な業務ではない。銀行は貸付の対象は企

業に絞る、という傾向は非常に強かった。ごく最近までそういう傾向が続いていた。 

20 世紀の後半になって、車・住宅を労働者が購入するようになって、耐久消費財に対す

る貸し付けをある部分でトンネルを作ったりなんかしてやるようになった。車のローンと

か、住宅ローン。しかしその住宅ローンもアメリカなどの例では、日本でもそうですが、

1990 年代以降の大バブルが生ずるまでは住宅金融の基本は、協同組合的な資金を回り持ち

で住宅を欲しい人が預け入れた機関が借りた人に資金を流すという制度でやっていた。そ

れを国家がある程度サポートして協同組合的な住宅金融公庫にあたるようなものは、アメ

リカでも住宅ローンの主流だった。 

それが行き詰まって 90年代に新しい形で本格的な住宅ローンの拡大に行ったのがサブプ

ライムのブームを起こして崩壊した。日本の場合は、それに先行して、90年に崩壊した 80

年代末のバブルにおいて、株価と不動産の重要な部分として住宅金融がかなり銀行ダイレ

クトにやった。住宅金融として、それこそ収奪的な機能を含めて差し押さえとか、バブルで

崩壊した住宅ローンが、普通のサラリーマンだと一生かけてようやく払いきれるかなとい

うことが残っている。借りたお金で買った住宅は半値とか 3 分の 1 に下がっていても払い

続ける。 

これは全く借りた方から見ると溶けてなくなっちゃったキャピタルロスへの支払いなん

で収奪に当たると思いますが、こういう高利貸的収奪機能が、現代的な銀行に再現したのは

最近の現象だ。それを含めて面白い問題になりますね。 

 

この短期の貨幣市場を中心とした動きに対して、株式会社の株券が資本市場で国債と並

んで取引される資本市場がもう一つ形成されて、19 世紀以降、重化学工業の発達とともに

巨大株式会社の株式が日常的に売買される資本市場が大変大きくなった。 

それが金融資本といわれる資本の運動の、海外投資とか帝国主義的な発展も動かしたの

ではないかが問題になる時代に入った。 

資本論は、マルクスが体系を考えた最後のプランの中に、株式資本としての資本の商品化

が資本の究極の形態だというふうに位置づけたプランがあるのですが、天才的な洞察だと

思います。マルクスの時代には、それが鉄道とか一部の銀行とかに普及するだけだったんで、
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主力の綿工業は個人企業が中心だったから、株式会社が産業資本を組織するということが

少なかった。 

そのこともあって、株式資本についての取り扱いは、この資本論第五編の信用制度に付随

して書き入れられてはいるのですが、資本の商品化として、貨幣資金の商品化と並ぶ資本市

場の問題として十分取り扱われていない。残されたわれわれがどう考えなければいけない

かという問題の一つになっている。 

 

 

 

■質疑 

▼矢沢国光 

銀行のいわゆる信用創造ということについて、お伺いしたい。銀行の信用創造について、

いくつか考え方があります。①銀行が手形を割り引くとき、銀行が保有する準備金を上回る

銀行券の発行によって割り引く。②資本家の持ってる銀行の口座に対して預金残高を増や

す[銀行券という銀行の負債の増加]ことによって信用創造する。このばあい、銀行の負債は

増えるが同時に、資本家への貸付債権も増える。資産・負債のバランスシートで負債を増や

すと同時に、銀行の持つ貸付という資産も増える――両建てでバランスしてるからそれが

可能だという考え方あります。 

 

▲伊藤誠 

それは両方とも、銀行券を発行するときにも兌換銀行であれば負債を負うわけですね。負

債を負いながら、手形債権を取得するのも預金口座に書き入れるのも同じで、負債を、預金

口座に増やして、銀行の支払約束をするということで、同時に持ち込まれた手形を債権とし

て債権資産の方に算入する。資産と負債を両方同時に設定するという点では同じですね。 

預金としての追加的な準備金がさほど増えてなくてもある程度のところは先行して、信

用関係を拡大する。 

こうした銀行の操作の大事な前提は、返済を約束した手形が、通常は 3 ヶ月手形が残り

の期間 2ヶ月とかいうような場合、短期の貸付になりますが、返済還流が順調に行われ、先

行して拡大した負債の増大が、返済還流によって補われていくということが大事な条件に

なっていますね。 

それでどんどん信用創造を求められる時期もあって、そのときに返済還流が滞るような

危険な貸し付けが増えていくと、それは投機的な信用拡大になりまして、返済還流の健全さ

が失われ、結局資金として、支払準備に充てている部分をなし崩しに使っちゃうということ

になっていく。銀行を中心とした貸付関係で利子率を引き上げざるを得ないということで

抑制的に働くメカニズムが作動をする。 

次回にそのダイナミズム――景気循環のプロセスを追って利潤率と利子率がどういうふ



30 

 

うに動くかという問題として取り扱いたいと思います。 

 

▼岩田昌征 

単純な質問ですが、労働力の価値というとき、産業予備軍というのがありますよね。その

産業予備軍の生活費というものも、働いている労働者の労働力の価値の中で入るんです

か？ 

 

▲伊藤誠 

それは難しい問題ですね。実際には産業予備軍というのは、ある期間収入がないわけなの

で、どういうふうに生き延びるだろうかというのは我々の間でも何度か考えさせられた問

題で、やっぱりそれは人間関係、そして共同体的な性格を持つ家族関係とか親族関係に依存

することで生き延びることになるんじゃないか。 

頼られた側の所得は、それだけ実質的には、消費できる部分が抑制され、少なくなる。そ

こに社会的な弾力性があるので、存続できる、餓死しないで済むということがあって、それ

を超えて失業者が増えていったときには、大恐慌の時のように、本当に社会が破壊されるこ

とになっていきますよね。その危険は資本主義のもとで絶えずある。 

そうなったときに反動として革命が起こればいいのですが、社会として崩れるだけで、立

て直しのバネが働かないという恐ろしさもある。みんな苦しいから戦闘的な運動も起こせ

ないということになる危険もある。それは恐ろしい話ですね。 

 

▼岩田昌征 

労働力の再生産という概念の中に、子供を産み育てることがもう入ってる？ 

 

▲伊藤誠 

マルクスは明示していますね、世代を超えた再生産だと。 

それから、ちょっと話がちょっと違いますが、この相対的剰余価値の生産というところで、

近代経済学の主流派系経済学の、ハロッド中立的技術というのが実証される技術の性格だ

というふうに言われますが、それは私から見ると、マルクスの概念の「強められた労働」を

実証したことになるのではないかと思うんですがどうでしょうか。ハロッド中立的技術と

いうのは、この技術の進歩に三つ方向性を考えるわけです。①近代経済学の生産関数全体の

性能が良くなるという技術進歩、②技術進歩の中で特に資本の性能が非常に良くなるとい

う技術進歩、③労働の性能が特別に良くなるという技術進歩。 

そして百何十年間の統計が示すところは前 2 者ではなくて、技術進歩っていうのは結局

労働の性能が、つまり 100 年前に一時間働いていた人の労働がこんにちでは、その 10 分の

1 になってると。要するに同じ労働量でも 10 倍働いたと同じことになると。同じ労働強度

で物量のサイズは労働強度も変わらない。だからそれはいわゆるマルクスの強められた労
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働概念を実証したことになるのではないかというのが私の考えですね。 

主流派経済学とマルクス経済学がどういうふうに対応しているかは、興味ある問題です

が、多くの場合の関係というふうに考えた方がわかりやすいところがあると思います。 

 

あと、石田誠さんが何かメモをたくさん書いてくださって、追加的にそれも拝見して、そ

れもある意味であの主流派経済学の限界原理――心理欲望が経済的な価値決定と価格決定

に重要な役割を果たすということは言えるのではないでしょうか。 

 

ついでに思い出したんですが、欲望心理がなぜどういうときにどういう働きをするかと

いうことを巡って、ときにある商品に好みが集まると価格が上がる。価格が上がっちゃうと

きに訂正作用も働いて、たくさん商品を供給する方向に下方訂正作用が働くと価格は訂正

されていって、一時上がった価格も下がっていくっていうことが繰り返されると思います

ので、それを通じて前に問題にしたところでは、媒介的には心理欲望の問題も、主観的な動

機として機能していながら、結局は落ち着く先の価格の重心は、技術的な決定関係による。

マーシャルはそれを「長期には労働価値とか客観的な価値決定の論理が働きやすいけれど

も、短期的には市場の変動はより無政府的にばらつきが生ずる」という問題として扱おうと

して、それも参考になるのですね。 

主流派経済学でもいろいろあって、そういう点でどういう主流派のどういうことを中心

にハロッド中立的というのを考えようとしたかとことが私にはちょっとまだ飲み込めてま

せんので、直接の答えはできなくなります。 

 

▼岩田昌征 

それからもう一つ最後に。限界原理のことが言われてましたけれども、限界原理・限界概

念というものについて質問。私の考えでは、限界原理に立つと、貨幣の説明が全く不可能に

なる。つまり、限界原理に立てば貨幣、つまり効用を増大することのない商品しか、貨幣と

して使えないということになるわけです。 

 

▲伊藤誠 

あるいはその貨幣に押し上げられた商品が限界原理の例外規定を受けざるを得ない。貨

幣は限界効用逓減とは言えませんからね、お金持ちはもっと貨幣が欲しくなる。貨幣として

働くために必要な金というものは、限界価値がゼロじゃなければあり得ないわけです。つま

り、いや、貨幣が出る、出るってことは、あのいうような使用価値として商品世界の中で使

われてるわけですそれは供給できなくなる。貨幣用として供給される金は、限界価値ゼロの

金になる。そうすると、この価値ゼロのもので価値がプラスのものを測ることになるから、

一般均衡理論や近代経済学では、貨幣が全く説明できない。 

金貨幣の特殊さを新古典派の限界原理でどういうふうに扱うか。普通は扱えないから貨



32 

 

幣数量説とか、[3:05:35]別の説明原理で、貨幣だけは例外扱いするわけですね。おっしゃる

通りです。 

 

▼岩田 

平均原理だから、例外扱いをする必要がないわけですね。 

 

▲伊藤誠 

そう言えばそうかもしれませんが、ちょっとその話は資本論体系とずれる問題になるか

もしれません。資本論体系の中で限界原理に近いことを言ってるとよく言われるのは、差額

地代ですね。 

[3:06:07]リカードとマルクスは、土地については社会的に必要とされる最劣等地が市場

価値規制的なことを言っていて、それはある種の限界原理的な説明に見えます。その問題が

戦前からマルクスの労働価値説が首尾一貫してないというふうに攻撃される一つの理由に

なっていたと思います。 

[3:06:40] 

それはちょっとその労働価値の客観的な基礎としての技術の関係が社会的関係を含めてど

ういうふうに決まるかという市場価値論の問題に還元できると思います。 

 

■司会者の感想(青山)  

 

ハロッド中立的技術進歩について 

岩田さんから、技術進歩について、統計的に実証されたのは労働節約的なハロッド的なそ

れだけだという面白い議論が出されたが、これは別に強められた労働を間接的に論証した

のではないのではないか。次回の議論にも関係するが、まず分業と協業による生産性の向上

というのは、生産設備の改善を伴わなくとも、それだけで生産性が向上する。その意味で最

も取り入れやすい技術進歩？といえないか。 

それからこの百何十年間というのは大量生産の時代で、大規模な生産設備が広汎に導入

された。それによって例えば一つの溶鉱炉からそれまでは 100 トンの粗鋼が産出されのが

1000 トンというように飛躍的に増大する。しかしそれに伴って設備投資額も飛躍的に拡大

する。10倍の産出に対して 10 倍の投資を要する。それでは設備投資する意味がないようだ

が、そうではない。一つの設備に要する人員は産出高に関係なく、固定的になる傾向があっ

て、人員一人当たりの産出量は 10 倍になっている。そうであるなら、巨大化した設備投資

も大いにやる意味がある。 
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それから、もう一つは統計処理上のカラクリがこれには含まれているように思われる。一

番わかりやすいのは、コンピューターで１０倍の処理能力が同じコストで実現されるよう

な革新が絶えず生じている。このような場合はヘドニックス処理といわれる、過去の時点で

現時点の能力の飛躍的に向上したコンピューターが幾らとしてみるのか、という換算が行

われている。その場合ではこうした飛躍的に向上した処理能力はかなり減殺されて評価さ

れいるのではないか。残るのはコンピューターの単位当たり出力に対する人的コストの減

少だけになる。 

同じことが自動車などの性能向上についてもいえることだろう。 

 

いずれにしても、労働価値説に依らなければ説明できない事柄というわけではなさそう

だ。それゆえに、主流派経済学も労働価値説の意義をここに見出すということにはならない

だろう。 

 

■連絡調整担当者の感想(矢沢国光)  

 ・資本主義の仕組みを 1 回のフォーラムでやるというのは、きつい。それで思い切ってテ

ーマを（１時限）市場経済の仕組[設問:商品の価値と使用価値、商人資本と産業資本]、（２

時限）資本の生産過程[設問:労働の価値と労働力の価値、剰余価値と剰余労働]、(3時限)剰

余価値の分配諸形態[設問:銀行、信用]にしぼった。そして各時限で、①講師による導入、②

参加者による設問回答、③講師の講評、④質疑、という順に進めることにした。司会の青山

さんが、手際よく進めてくれた。 

 ・それでも、質疑が長引いて、終了予定時刻を 20 分ほど超えてしまった。次回は、質疑

の仕方を工夫したい。 

 

 ・各時限の伊藤誠先生の「導入」を文章化したものを読みたい、という要望があった。

Zoomで録画したものを、青山さんが文字ソフトで文字化してくれたので、この「事後報告」

では、伊藤誠先生の「導入」だけでなく、ほとんどのやり取りを文章化することができた。 

 

・伊藤誠先生の文章は、論理的で無駄がない。社会科学の論文としては、「馬から落ちて

落馬して」のような冗長な文章は失格だ。しかし、読む側としては、冗長な文章の方がわか

りやすいということもある。話し言葉は、自然に冗長になる。だから、伊藤誠先生の口頭の

話を聞くのは、書いたものを読むよりも、ずっとわかりやすい。質疑の部分は特にそうだ。

その意味でも、今回のフォーラムを演習形式で行ったのは、正解だった。 

 

・多くの方が設問に応じて回答を寄せてくれた。感謝。回答には必ず「疑問」も書き添え

てもらうと、それをめぐっての討論で、参加者の理解が深まると思う。 
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・参加者には、事前にテキストの『入門 資本主義経済』の該当箇所を必ず読んできてほ

しい。そのうえで、事前に「疑問・意見」を寄せてくれれば、質疑がより手際よく、また参

加者全体の関心にこたえるような内容になるのではないか。 

 

■参加者の感想 参加者アンケート回答集    

 ●中村由紀男  

 ［1］連続講座「マルクス経済学と現代世界」参加の理由 

  （○）マルクス経済学の入門  

  （○）マルクス経済学による現代世界の認識 

  ［2］フォーラムの進め方について 

  （１）事前資料について 

   ：適切だと思います。 

   (２)設問・回答について 

   (○)おおむね妥当 

  （３）当日の進め方、時間配分について 

  今回は、およそ 50 分ずつの 3 つの時限に分けて、それぞれの時限につき①この時限の

テーマ(伊藤誠先生) ②設問回答(参加者) ③これに対する伊藤誠先生の講評 ④関連質

疑   という形で進めました。 

   (○)これでよい 

  (４)その他 

     ：伊藤誠先生の言葉での説明はよくわかりました。参加して、よかったです。 

      もっと、勉強します。 

●石田誠  

日本版ＴＵＰＥ（事業譲渡と保護法）案研究会代表 

朝河貫一、埴原正直及び太平洋戦争に関する研究会代表 

   ［1］連続講座「マルクス経済学と現代世界」参加の理由 

 （ ）マルクス経済学の入門  

 （ ）マルクス経済学の再学習  

 （ ）マルクス経済学による現代世界の認識 

  (〇)その他  [ 向坂先生の社会主義協会に所属していましたが、多くの誤りに気付い

て脱会して 30年が過ぎました。 

来年末に小説「海嶺からのメール」という太平洋戦争とは何か。現在の世界や日本にどの
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ような影響を与えているのかということをテーマにして書く予定です。この中で、スターリ

ンの果たした役割についても触れますので、あらためてマルクス・レーニン主義について総

括したいと思っています。] 

 ［2］フォーラムの進め方について 

 （１）事前資料について 

 今回は、資料として、①設問、②参加者からの回答、③『入門資本主義経済』への疑問・

質問をまとめたものを 12 月 10 日に送付しました。資料の内容や送付時期について、要望

あれば、書いてください。 

 ▲事前に、遅ればせながら送信しましたが、時間が無くなってしまいました。別の機会に

「回答」あるいは「見解」を聞かせていただければありがたいです。小生が早稲田大学で受

講した「行動経済学」「行動心理学」というモノについてどのようなご見解なのか、教えて

いただければと思います。 

 (２)設問・回答について 

  ( )おおむね妥当 

  ( )発表する設問・回答の数を増やす 

  ( )回答が分かりにくい 

  (〇)その他[ 上記のとおり。        ] 

  

 （３）当日の進め方、時間配分について 

 今回は、およそ 50 分ずつの 3 つの時限に分けて、それぞれの時限につき 

  ①この時限のテーマ(伊藤誠先生) ②設問回答(参加者) ③これに対する伊藤誠先生の

講評 ④関連質疑 

  という形で進めました。 

  ( )これでよい 

  (〇)改善してほしい[文書で質問や意見を出したものを優先して頂きたいです。文書で

すので、問題を共有化できますので。口頭ではだめという事ではありません。先生との一問

一答では不十分かなと思います。参加者が相当勉強されていますので。小生は別ですが。] 

   

  (４)その他[内容面の感想、質問も含めて] 

●高原浩之 

[1]連続講座「マルクス経済学と現代世界」参加の理由 

( )マルクス経済学の入門 

( )マルクス経済学の再学習 

(〇)マルクス経済学による現代世界の認識 

( )その他[               ] 
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[2]フォーラムの進め方について 

(１)事前資料について 

今回は、資料として、①設問、②参加者からの回答、③『入門資本主義経済』への疑問・質

問をまとめたものを 12 月 10 日に送付しました。資料の内容や送付時期について、要望あ

れば、書いてください。 

①設問について。２.18 第２回の設問は第１回と同時に送付されているものでしょうか？ 

それではなく、今後送付されるのなら、１週間前ではなく、１ヶ月前くらいに送付して下さ

い。解答にはそれくらいの考える期間が必要です。 

 

(２)設問・回答について 

(〇)おおむね妥当 

( )発表する設問・回答の数を増やす 

( )回答が分かりにくい 

( )その他[            ] 

 

(３)当日の進め方、時間配分について 

今回は、およそ 50分ずつの 3つの時限に分けて、それぞれの時限につき 

①この時限のテーマ(伊藤誠先生) ②設問回答(参加者) 

③これに対する伊藤誠先生の講評 ④関連質疑 

という形で進めました。 

(〇)これでよい 

( )改善してほしい[           ] 

 

(４)その他 

以下は、第１回で、時間があれば質問したかったことです。 

①商人資本と産業資本に関連して。金融資本は｢産業資本を売買する資本｣と理解していい

のかどうか？ レーニンの｢銀行と産業の融合あるいは癒着｣という規定は、金融資本がま

だ端緒的であったことの反映と理解していいのかどうか？ 私はそう理解します。 

②商品･貨幣･市場と価値法則について。社会主義にも存在し、それを利用して社会の労働と

生産を調整すると理解していいのかどうか？ 私はそう理解します。 

③そうすると社会主義とは何かといえば、搾取の廃止。労働者が、生産手段を共有し、剰余

労働を共同で管理し、蓄積と再生産・拡大再生産を共同で管理する(この共同管理が生産手

段共有を内実化)。しかし、いずれは剰余労働は消滅する(斎藤幸平｢脱成長コミュニズム｣)。

こういう考えはどうでしょうか？ 
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●椎名鉄雄 

１，参加の理由 

マルクス経済学による現代世界の認識を深めたい。 

２，進め方 

おおむね妥当 

３，時間配分等 

これでよい 

４，感想 

私なりに勉強になった。 

主流派経済学とマルクス経済学の発想の違いは何か。 

主流派の考えは人間主体なのか、人間疎外、自然破壊についてどのように考えているのか。

教えてほしい。 

 

●阿部静夫  

 ［1］連続講座「マルクス経済学と現代世界」参加の理由 

 （ ）マルクス経済学の入門  

 （○）マルクス経済学の再学習  

 （ ）マルクス経済学による現代世界の認識 

 ( )その他[ ] 

 ［2］フォーラムの進め方について 

 （１）事前資料について 

 今回は、資料として、①設問、②参加者からの回答、③『入門資本主義経済』への疑問・

質問をまとめたものを 12 月 10 日に送付しました。資料の内容や送付時期について、要望

あれば、書いてください。 

 （回答）おおむね妥当で、参考になった。 

 (２)設問・回答について 

 (○)おおむね妥当 

 ( )発表する設問・回答の数を増やす 

 ( )回答が分かりにくい 

 ( )その他[ ] 

 （３）当日の進め方、時間配分について 

 今回は、およそ 50 分ずつの 3 つの時限に分けて、それぞれの時限につき ①この時限の

テーマ(伊藤誠先生) ②設問回答(参加者) ③これに対する伊藤誠先生の講評 ④関連質

疑 
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 という形で進めました。 

 

 ( )これでよい 

 (○)改善してほしい[②が文書回答なのに、伊藤誠先生の①➂は口頭のみというのは勿体な

い。] 

 

 (４)その他[内容面の感想、質問も含めて] 

 ・「50 分ずつの 3つの時限」というのは、休憩があるにしても長すぎると感じました。 

 ・参加者の設問回答の事前提出方式は、再学習の貴重な経験になったが、字数制限も必要

と感じた。  

 

●岩田昌征 

私= 岩田は、1971 年市場/計画の二項論、1983 年以来 市場/計画/協議の三項論（『現代

社会主義の新展開』日本評論社) 。マルクス経済学(M経)では「市場経済」よりも「商品貨

幣関係」がかつては汎用されていた。それに従えば、 商品貨幣関係/ (配)給品甲乙関係/(贈)

答品丙丁関係が考えられる 。ここで貨幣=甲乙=丙丁と考えてよいのか。ただし資本に転化

しない限りという条件付きで。それとも甲乙や丙丁は本来貨幣ではないが、計画経済や協議

経済に固有の一般価値？  

 

一般均衡論(ミクロ・マクロ=MM 経済学)は、貨幣によって媒介されない 、貨幣流通の

ない市場交換の体系。諸財の交換比率は限界原理による。ところが、現実の経済には貨幣が

働いている。それゆえ、交換体系の外部から貨幣を持ち込み、その貨幣の価値は、財世界の 

総価値を貨幣量で割って決めるというウルトラ平均原理が導入される。体系としての不整

合。マルクス経済学の労働価値論にはこの不整合はない。ただし、差額時代論は例外。 

 

相対的剰余価値の生産は、生産力=技術進歩による。マクロ経済学では、技術進歩にヒッ

クス中立的、ソロー中立的、ハロッド中立的技術進歩を想定し、100 余年の経済数量分析の

結果、ハロッド中立性のみを実証している。即ち、個々具体的技術の形は、資本装置の具体

性に表現されるとは言え、その総体系は労働力能の全面的向上に表現される。これは、マル

クス労働価値論の実証であると読めないか？ 

  

私=岩田は、理論経済学を専攻した経験は全くない。比較経済システム論の一部としての

比較社会主義経済論を考える中で、M経済学と MM 経済学を独習しただけである。M 経済

学は、本質論的に難解なので伊藤誠先生について学びたい。 令和４年師走 24 日 
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●青山雫 

貨幣論について 

マルクス経済学の特質の一つが商品経済やその特殊な発展である資本主義が、貨幣の媒

介によって初めて成り立つ点を明らかにした点にあることは言うまでもないが、しかしそ

の貨幣生成の必然性についての論証は大変難しいと感じている。たとえてみれば、人間の社

会生活に言語は不可欠であることは、だれでも認める事柄であるけれども、その必然的生成

についての理論的な解明は全くと言ってよいほど進んでいないのと、同類の困難が付きま

とっているように見える。 

価値形態論によって商品の価値性質から貨幣の生成が必然性をもって解明されていると

するならば、現在においても商品から貨幣が生じてくるはずだが、そうはなっていないのも

これまた明らかだ。それは商品の価値性格が変質してしまった結果なのか、あるいは貨幣生

成を抑圧する何らかの作用が新たに生じているのだろうか。謎は深まる。 

労働価値説について 

マルクスは古典派経済学の労働価値説を批判的に再構成したといわれるが、商品の分析

を通じて価値実体として人間労働を取り出し、その社会的実体が価値形態という商品相互

の社会的関係に必然的に現象するとして、貨幣の必然性を説いたわけだが、宇野理論にあっ

ては商品の分析から労働実体を剔出することを批判して、実体→形態の論理を拒否した。そ

のこと自体は正当な行き方と思うが、資本の労働生産過程で価値実体が明らかにされると

する論理では、それに続いて実体が新たな形態を生み出すという方向に進まず、単に労働時

間としてのみ扱われるにとどまった。これでは労働タームを選択可能なタームの一つに過

ぎないとするネオ・リカーディアンからの批判をかわせないのではないかという疑問が残

るように思われてならない。 

新古典派一般均衡理論は、貨幣の諸機能、特に価値尺度機能が十全に発揮されて、均衡的

価格体系が成立している状態を取って構成されているようで、そのプロセスの時間経過に

ついて全く触れるところがない。ケインズがいみじくも批判したように、均衡が成立するま

でに我々は皆死に絶えてしまう。調和論的指向の決定的な欠陥だろう。 

 

●矢沢国光 

・今回のテーマは「資本主義のしくみ」だ。「しくみ」にはいろいろあるが、わたしのみ

るところ、資本主義のいちばん重要なしくみは、「貨幣」ではないか。しかも、この貨幣は、

資本主義以前の金貨・銀貨ではなく、商品から派生した「商品貨幣」であり、その発展とし

ての「信用貨幣」である。そう思って、「設問●｢兌換紙幣｣、｢国家紙幣｣、｢銀行券｣のちが

いを述べよ」の回答を書いたが、時間的に余裕なく、取り上げられなかったのは、残念だっ

た。第 4回、第 5 回で貨幣論が問題になると思う。 
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・第 3時限「剰余価値の分配諸形態」は、伊藤先生によれば、『資本論』に倣って、資本

家と土地所有者と賃金労働者の三大階級への利潤の分配論となっている。資本の流通過程

論、生産過程論に続く第 3 部を分配論とするか、流通過程論と生産過程論を合わせた総過

程論とするかは、以前から論争になっている。世界資本主義論としては、分配論(三大階級

論)にように一国的な閉じた資本主義社会を描くのではなく、世界的な国民経済の分化・結

合過程につながる世界史的過程論の経済原理論であってほしいと思う。 


