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2012.07.04 わかみず会 講演資料 

「マルクスの価値論をめぐって」 

 

野口 尚孝 

 

１ なぜいま価値論なのか？ 

 いわゆる資本のグローバル化にともない、ものづくり技術を誇る日本の製造業が国際

市場に送り出す商品が、労働賃金の安い国で作られた低価格商品に勝てず、次々と生産

拠点を労働力の安い国々へと移しており、一方で生活必需品は労働力の安い国々で作ら

れた輸入商品が主流となりつつあり、他方では国内で生産される商品は、いわゆる高付

加価値商品が主流になりつつあるように見える。しかし、ここで言われる「付加価値」

とは何か、さらに価値というものが何であるのかを考察する必要があると思われる。 

 

２ 資本論における商品の分析 

 マルクスは「資本主義的生産様式の支配的な社会の富は、巨大なる商品集積として現

れ、個々の商品は、この富の成素形態（Elemental form）として現れる。したがって、

われわれの研究は商品の分析をもって始まる。」（マルクス「資本論」向坂訳 岩波版

p.45）と言っている。 

 また、宇野弘蔵は「商品は、種々異なったものとして、それぞれ特定の使用目的に役

立つ使用価値としてありながら、すべて一様に＜何百円＞という価格を有していること

からも明らかなように、その物的性質とは関係なく、質的に一様で単に量的に異なるに

すぎないという一面を有している。商品の価値とは、使用価値の異質性にたいして、か

かる同質性をいうのである。」（宇野弘藏「経済原論」岩波版 p.21）と述べている。 

 しかし、このような商品の価値は、どのようにして見いだされたのか？そこでマルク

スの商品における価値形態の分析について見ることにする。 

 

 （１）マルクスによる価値形態の分析 

 商品交換においては次のような等価交換が行われる。 

  A 商品 x 量＝B 商品 y量 

  （例えば、リンネル 20 ヤール＝上着１着） 

A 商品所有者にとって A はすでに使用価値のないもの（だから売りに出した）であり、

B商品が使用価値がある。したがって A商品所有者は A 商品の一定量（例えばリンネル

20 ヤール）と B 商品の使用価値として有用な一定量（例えば上着１着）を交換しよう
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とする。A は B の使用価値によって表現される「交換価値」をもっており、それは B１

着に対して A 20 ヤールに当たる。このとき A は B を等価形態（価値かがみ）として表

現する相対的価値形態にあるといえる。 

 しかし、この逆（B 商品 y 量＝A 商品 x 量）は必ずしも成り立つとは限らない。もし

B商品所有者が A 商品との交換を望んでいれば、そこではじめて交換が成立する（交換

の偶然性）。そこでこの交換がいつでも成り立つような第３の商品として、それ自身が

等価形態そのものを表現している貨幣が必然的に登場する。貨幣はそれ自身を価値の媒

体としてあらゆる商品の交換を媒介する。やがてこれが貨幣の物神化につながり、資本

へと発展することになる。 

 

 （２）抽象的な人間労働という概念 

 上着１着がリンネル 20 ヤールと等価であるという認識の背後には、それぞれの商品

が特定の使用価値を生み出すために行われた特定の具体的有用労働の産物であるとと

もにその成果である具体的使用価値を捨象した、互いに一定量で交換できうるような抽

象的なかたちの労働の成果であることを意味する。こうした労働の二重性の表現が社会

全体での商品交換の中で繰り返し行われることによって、生産物の価値はそれを生み出

すのに必要な社会的に平均的な労働時間によって表現されるようになる。 

 また、同時に、それは社会全体の総労働力を社会的需要に応じるためどの生産分野に

どれだけの比率で配置しなければならないかという、あらゆる社会において必要とされ

る経済原則（宇野弘蔵）を、商品経済社会では、商品市場での需要・供給の関係によっ

て間接的に、つまり個人的欲求のみをモチベーションとして、いわば無計画的にしか行

うことができない（宇野はこれを「商品経済社会特有の回り道」と言っている）。 

 

 （３）必要労働と剰余労働 

 社会が必要とする生産物を生み出す労働は、さまざまな分業種の形で行われ、それら

が互いに交換されることにより、必要とされる需要者に配分されることになるが、 そ

の場合、生産物を商品として生み出す労働を行っている労働者は、一定の労働時間によ

って、自分たちの生活に必要な生活資料の価値量に等しい価値を生み出しているといえ

る。社会の生産力が高くなれば、これに要する労働時間は短くなるが、その労働時間を

超えて行われる労働（剰余労働）が生み出す価値は、剰余価値となる。 

 この剰余労働による剰余生産物は、本来は社会共通に必要な財として用いられねばな

らないが、人類のこれまでの歴史においては、それを占有し、管理する階級が存在し、

彼らがその社会の支配権を握ってきた。資本主義社会においては、私有財産を持つ資本
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家階級が、生産手段を占有することによって剰余労働が生み出す剰余価値として私的に

収奪する権利を得ている。 

 つまり、生産手段を占有する資本家は、労働者からその労働力を一定期間買い取り、

それを生産手段に結合させることで、商品の生産を行うが、その過程で、労働者に支払

われた賃金の価値量を超えた価値量を労働者の労働から無償で獲得する。 

 こうして市場に出される商品にはすでに剰余価値部分が含まれており、これが外見上

「等価交換」されるように見える場合でさえも、資本家は剰余価値部分としての利潤を

得ることができる。 

 一方、労働者は、資本家から受け取った賃金を、生活資料を購入するために支払い、

生活資料商品を売りに出した資本家（実際には生活資料生産労働者がそれを作ったのだ

が）の手にその貨幣は移る。こうして労働賃金として支払われた貨幣は資本家階級に環

流し再び彼らの手に落ちるが、労働者は購入した生活資料を生活において消費すること

で自ら再生産した新たな労働力を再び資本家に売りに出さねば生活できなくなる。 

 社会全体として見れば、労働者階級は自分たちの手で生産した商品を労働賃金によっ

て買い戻していることになる。つまり労働賃金は資本家によって労働者に前貸しされた

資本であり、労働者はそれと交換に自分の価値以上の価値を生み出す商品としてその労

働力を資本家に差し出していることになる。 

 

（４）価値と価格 

 資本主義社会の市場においては、「商品経済社会特有の回り道」をするために、商品

の価値は直接価値によるのではなく、市場での個々の売りと買いが総合された需要供給

の動きによっていわば「自動的に」決まる「市場価格」（実際には後述するように「生

産価格」として売られる）という形を通じて表現される。したがって実際に市場には、

価値以上に売られる商品や価値以下で売られる商品が存在する。そしてそれらの価格変

動が引き戻される錨のような中心を示す値として結果的に価値が表現されることにな

る。 

 しかし、人間の労働生産物ではない対象（土地などがこれに当たる。農作物や水産物

はそれを収穫するのに必要な労働によって濾過されているという意味で人間労働の産

物である）が商品として売買される場合は、価値がない（つまり錨がない）ので、市場

価格のみが恣意的に設定されうる。また骨董品や芸術作品のような再生産ができない労

働生産物も同様に最初から恣意的な市場価格がつけられる。 

 

３ マルクス労働価値説と古典派労働価値説との違い 
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 アダム・スミスの「等量の労働は、あらゆる時、あらゆる場所においても労働者にと

っては、同一の価値を持つに相違ない。彼の健康と体力と勤勉との普通の状態にあり、

また彼の有し得べき熟練も平均程度であるとすれば、彼はつねに同一量の安息と自由と

幸福とを犠牲にせざるをえない。」（国富論 第１編第５章）、という考え方に対して

マルクスは「（スミスは）一方では商品の生産に支出された等量の労働がつねに同一の

価値を有することを証明しようとしている。しかし他方では、労働量によるその価値の

決定を、労働力の価値による商品価値の規定と混同し、したがってまた、彼は、商品の

価値に再現せられるかぎりでの労働は、労働力の支出としてしか考えられないことを感

づいている。もっともこの支出は、またたんに安息と自由と幸福との犠牲として理解し、

普通の生活活動とは解していない。それはともかく、彼は近代的な賃金労働者を眼前に

見ているのである。」（資本論 第１巻 第２版） と指摘している。 

 宇野弘藏はこれにたいして「マルクスのいうように、スミスは、ここで労働価値説を

労働力の価値による商品価値の規定によって混乱せしめているのであるが、しかし、ア

ダム・スミスにとってはすでに最初から自然にたいして働きかけて生産物を獲得する人

間の行為自身が、商品経済的に理解されていたのである」、さらに「マルクスにあって

はもちろん、労働自身が価値を有するのではない。商品としての労働力は価値を有する

が、労働自身は商品にはならない。労働は価値を形成しはするが、労働は労働の生産物

ではない。」（価値論 第１章 価値の実体）と述べている。 

 ここで、「労働自身が価値を有するのではない。商品としての労働力は価値を有する

が、労働自身は商品にはならない。労働は価値を形成しはするが、労働は労働の生産物

ではない。」というマルクスおよび宇野弘蔵の考え方はどういう意味なのだろうか。 

 マルクスによれば、資本主義社会はあらゆる社会的生産物を商品として生産するが、

それらの商品はその価値によって交換され社会的需要を充たす。その商品は労働の成果

物であり、その商品を生み出すために要した平均的労働時間で決まる価値量を持ってい

る。しかし、その価値を生み出す労働自体が価値を持っているのではなく（資本主義社

会は奴隷社会と異なり、労働の担い手である労働者自身を商品として売買するわけでは

ない）、価値を生み出す「労働力」（労働能力）が商品とみなされることによって価値

をもつのである。 

 一方アダム・スミスに代表される古典派経済学者は、商品の価値の背後に労働があっ

て、それが価値を決めていることを認めているが、それをいわば普遍的な人間の生産活

動一般の論理と区別できていない。それにたいして、マルクスは、資本主義社会という

歴史的に特殊な段階での社会における特有の現象でありそれがその社会特有の「法則」

として現れているものとして価値を見ようとしているといえる。 
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４ 資本の循環と商品の価値構成 

  

（１） 資本の循環過程 

 価値を生み出す労働力までもが商品として扱われるという意味で、商品経済社会の

「完成形態」となった資本主義社会においては、社会的に必要な生産物はすべて商品と

して生産され、商品は売るために作られ、より多くの貨幣を獲得するための過程として、

貨幣（G）̶̶商品（W）̶̶貨幣（G’）という形で循環する。 

 これについて宇野弘蔵は次の様に言っている。「商品の売買は、常に貨幣による商品

の購買 G̶W （G は貨幣、Wは商品）をもって行われるのであるが、この過程は一般的に

は、商品の買い手としての貨幣所有者自身が、商品の売り手として得た貨幣をもってな

すものにほかならない。言い換えれば、商品 W を売って得た貨幣をもって他の商品 W‘を

購入するという W̶G̶W’の過程の後半をなすものである。しかしまた、この W̶G̶W’の

過程は A にとっての W̶G が B による G̶W によって実現され、A の G̶W’が C にとっての

W’̶G を実現するというように、買い手の G̶W による商品の購買を通じて、社会的に行

われるのであって、売り手が積極的に買い手に買わせうるわけでもなければ、また W と

W’が直接に交換されるわれでもない。すなわち商品の交換は、市場における商品流通

という特殊な形式をもって行われ、貨幣がその流通を媒介するのである。」（宇野「経

済原論」p.31-32） 

 そして、「商品を売って利益を得るために商品を買うという G̶W̶G‘では、G が剰余

価値 g を加えた G’として回収されるわけであるが、それと同時に G’は、少なくとも

そのうちの G は、再び同じ過程を繰り返えすものとしてあることになる。その点で、

G̶W̶G’の形式は W̶G̶W’と全く異なっている。後者の W’は、流通を脱して、消費され

ることを原則とされるのであって、次の W̶G は、W’自身によって当然に繰り返される

わけではない。かくて資本は、価値増殖をなしながら、無限に同じ過程を繰り返すもの

として資本となるのである。」（同上 p.39） 

 しかし、この循環過程の中で、資本家の貨幣と交換される労働力商品は、商品を生み

出す労働によって、それ自身が価値を生み、しかも自身の価値以上の価値（剰余価値）

が対象化された商品を生み出している。 

 「かくして、資本は、G̶W の過程で購入した商品をそのまま売るのではなく、この商

品によって新しくより多くの価値を有する商品を生産し、その商品を W̶G の過程で販売

して剰余価値を得るというのでなければ、自らの基礎を確立するというわけにはゆかな

い。すなわち、資本主義社会において生産に投ぜられる、いわゆる産業資本の形式、   
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G̶̶W--P̶-W’--G’（P は生産過程を示す）を展開することによってはじめてかかるも

のとなるのである。」（同上 p.42）（ここで P は生産手段と労働力を含む） 

 

 （２）資本の対象化である商品の価値構成と「利潤率」 

 売るために作られた商品、つまり資本の一形態として生み出された商品には、次のよ

うな価値部分が含まれている。原料および、機械・工場設備など生産手段の価値（これ

自体は過去の労働の成果である）のうち、その生産物を作る労働の過程で摩耗し生産物

に転移された価値部分（不変資本部分 c ）、支出された労働による価値のうち労働力

の再生産に必要な価値部分（労働賃金として労働者に前貸しされる可変資本部分 v ）、

支出された労働による価値のうち労働力の再生産に必要な価値部分を超えて生産され

た価値部分（剰余価値部分 m ）。 

 したがって、一商品の価値構成は、c + v + m で表される。 

 上述したように、このうち c部分は、労働手段や原材料などの過去の労働の成果物が

現在の労働によって生産物へ移転した価値部分（不変資本部分）であり、(v + m) 部分

は労働者のあらたな労働で付け加えられた価値部分（可変資本部分と剰余価値部分）で

ある。しかし、資本家はこの価値構成のうち(c + v)部分を「費用価格」と考え（つま

り cと vの本質的違いを区別しない）、これを減らすことで m部分の比率を高めようと

する。したがって資本家は、（c + v）に対する m の割合、m /（c + v）を「利潤率」

と考えている。 

 「かくて資本の利潤率 m / (c + v) は、（１）「剰余価値率」 m / v と、（２）固

定資本を含む不変資本と剰余価値を直接に生産する可変資本との比率としての「資本の

構成」 c / v と、（３）労働期間を含む生産期間ばかりではなく、生産物の商品とし

ての販売期間を含む流通期間をも加えた、「資本の回転期間」の３要素によって決定さ

れるのであって、これらの要因の相違は、利潤の獲得を唯一の目標とする資本の投下を

左右するものとなるのである。」（宇野「経済原論」 岩波版 p.146） 

「剰余価値率についてみると、いわゆる必要労働時間とそれを超過する剰余労働時間と

の比率をなすものであって、労働の生産力の増進と共に必要労働時間を減じて、その率

を高めることになるが、それは産業の如何によることなく一様に行われるといってよい。

もちろん労働者も賃金の高い、労働時間の短い産業を選んで自由に職場を変え得るもの

ではないし、また多かれ少なかれ、熟練、不熟練その他の差を残すのであるが、機械制

大工業の発達による労働過程の単純化は、かかる相違を解消するものとして作用するの

であって、一般的には各種産業部門に均等なる剰余価値率を想定できる」（同上

p146-147）。 
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 また、資本構成については、「理論的にも産業によって資本構成が異なるものとしな

ければならない。」（同上 p147）が、「しかしそうすると、同額の資本でも高度構成

のものより構成の低いものの方がより多くの剰余価値を生産することになり、資本は前

者を避けて、後者を選んで投下される（つまり、剰余価値率 m / v が一定とすれば、

m / (c + v)は c / v が小さいほど大きくなる）。かくして前者の生産物の価格は、そ

の価値以上に騰貴し、後者にあってはその価格は価値以下に低落せざるをえないことに

なり、結局、両者に同額の資本に対してその利潤を均等にする価格を基準とすることに

なる。すなわち、資本の生産物にあっては、費用価格（c＋v）に、その全資本に対する

平均利潤（m）を加えた、いわゆる「生産価格」が価値に代わって需要供給によって変

動する市場価格の運動の中心をなし、生産の社会的規制をなすものとなるのである。」

（同上 p147-148） 

 

５ 社会的総資本の再生産過程 

 

（１）マルクスによる再生産表式 

 年間に生産される社会的総資本を、商品の局面において考えた場合、そこには以下の

様な関係が成り立つ（これについてはマルクス資本論第２巻第３編および宇野弘蔵 経

済原論第３章において述べられている内容の要点のみを記す）。 

 ある年度に生産される商品としての社会的総生産物は大きく分けて、生産手段部類（I 

部類）と生活資料部類（II 部類）に分けられ、それぞれの部類の商品価値構成が (c + 

v + m)で与えられる。翌年も再び同じ規模で社会的生産を続けられるためには以下の条

件が充たされなければならない。 

 I (v + m) = II (c)  単純再生産表式 

 つまり、生産手段部類商品の可変資本部分と剰余価値部分の合計が、生活資料部類商

品の不変資本部分の大きさに等しい。言い換えれば、生産手段部類商品において新たに

生み出された価値部分(v + m) が、生活資料部類商品のうちの、生産手段による価値構

成部分(c)、つまり過去の労働の成果のうち、新たな生産物の価値部分に転移した部分

と交換されることが必要であるという意味である。 

 この条件を充たすことによって社会は年々同じ総資本の再生産を繰り返すことがで

きるのである。 

もし社会的総生産が年々拡大するのであれば、以下の条件を充たさねばならない。 

 I (v + m) > II (c)  拡大再生産表式 

 つまり、社会的総生産が拡大するためには、生産手段商品部類であらたに生み出され
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た価値部分（v + m）が、つねに生活資料商品部類の価値構成における生産手段部分（c）

より大きくなければならない。 

 

（２）再生産における奢侈品商品の位置づけ 

 これについては、資本論第 2 巻第 3 編第 20 章第 4 節「第二部類内の取引。生活必需

品と奢侈品」に述べられている内容を引用しながらその要点を記すことにする。 

 社会的に必要な生産とはいえない奢侈品の生産はしかし単純再生産においても存在

しうる。それは以下の様に II 部類をさらに亜部類に分けて考えると以下のような形で

示される。 

I (v + m) = II (c)  のうち II 部類は、IIa: 労働者階級の消費に入る消費手段およ

び資本家階級の消費の一部を成す消費手段と、IIb: 資本家の消費にのみ入り、したが

って労働者階級には決して帰属しない、支出された剰余価値とのみ取引される奢侈品消

費手段。 

IIa については、労働者に前貸しされた v 部分が、この部類の労働者に支払われた労働

賃金が貨幣として IIa 部類の資本家に支出されることで、IIa 部類の資本家に直接還流

する。 

IIb については、IIb で生産される生産物の v＋m は奢侈品である。これは I(v)と同様、

労働者の生産物であるにもかかわらず、労働者階級が買い得ない物品のかたちで存在す

る。この亜部類 bにおいて労働者に前貸しされた v部分をその貨幣形態で資本家に復帰

させる還流は直接的でない。つまり、IIb 部類の生産に従事する労働者は前貸しされた

賃金でIIa部類の生産物である消費手段を購入し、IIa部類の資本家はそれによってIIb

の生産物である奢侈品を購入したとすれば、そこに賃金分が還流することになる。 

 これをまとめると、次の様にいえる。 

 （A） 生産手段の現物形態で生産される資本（ I 部類）： 

 この部類の労働で生み出された新たな価値（v + m）は、社会的総労働の他の部分で

ある消費手段の形態で生産される生産物価値のうち、不変資本部分（c）に等しい。も

し、これが II 部類の c より小さければ、II 部類は不変資本を補填できないだろうし、

大きければ、超過分は利用されずに残るであろう。いずれの場合も単純再生産という前

提が失われる。 

 （B） 消費手段の形態で生産される資本（II 部類）： 

 貨幣形態で前貸しされる可変資本部分（v）が、その受領者によって実現されうるの

は、この受領者が奢侈品生産者である場合、生活必需品中の、まず第１に、その資本家

的生産者のために彼らの剰余価値を体化している部分においてのみであるということ。
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したがって、奢侈品生産において支出された v 部分は、生活必需品の形態で生産された

m部分のうちのこの v の価値の大きさに対応する部分に等しく、したがって、この m全

体（つまり IIa の m）よりも小さくなければならない。そして m のこの部分におけるあ

の vの実現にとってのみ、奢侈品の資本家的生産者に、彼らの前貸しした可変資本部分

が貨幣形態で復帰するということ、これは II 部類の c における i 部類の v + m の実現

と、全く類似の現象である。ただ、第２の場合には、II 部類の b の v が、II 部類の a

の m のうちの価値の大きさから見て、この v に等しい部分において実現されるだけであ

る。~（中略）~（ここでいう第２の場合とは、IIa の m のうち、IIb の v に等しい一

部分が奢侈品に実現される場合を指すと思われるーー野口注） 

 同様に、II 部類の b の v も、II 部類の a の m の一部分においてのみ実現されること

ができ、そのようにしてのみ貨幣資本としての形態に再転化されうる。 

 （C）結論： 

 II 部類の b の v が II 部類の a の m のうちの等価部分において実現されるという事情

からは、次のように結論される。 

 年生産物中の奢侈品部分が増大し、したがって奢侈品生産に吸収される労働力の割合

が増大するにつれて、̶̶それと同じ割合で II 部類の b の v において前貸しされた可変

資本部分の、新たに可変資本の貨幣形態として機能する貨幣資本への再転化は、したが

ってまた、労働者階級中の II 部類の b に従事する部分の存在と再生産̶̶それへの必要

消費手段の供給̶̶は、資本家階級の浪費によって、その剰余価値の一大部分の奢侈品へ

の転化によって規制づけられる。 

  

6 腐朽化した資本主義社会 

 

（1）本来の奢侈品と「疑似奢侈品商品」 

 一般的には、社会的資本の再生産は、拡大再生産として成されているのであるが、そ

こにおいては、当然のことながら II 部類の生産物の中には奢侈品が存在し、その割合

は徐々に増加すると考えられる。しかし、ここでも原則として、資本主義的生産が順調

に拡大しているときには、奢侈品生産も、上述したように、資本家の所有する剰余価値

部分が奢侈品の購買に投じられる度合いに依存しており、再生産過程に入らない部分で

あるといえる。 

 しかし、こうした「本来の奢侈品」ではなく、労働者階級の生活資料そのものが一見

奢侈品化したかのように見える場合は、まったく事情が異なると考えられる。その場合

は、奢侈品化した商品に見えても実はそれが生活必需商品の一部として、つまり可変資
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本部分の貨幣と交換される商品としての位置を獲得し、言い換えればそれは、総資本の

社会的再生産過程に組み込まれているからである。ここではこうした商品を「疑似奢侈

品化商品」（野口による命名）と呼ぶことにする。 

 そこで、ここでは労働者階級の生活資料が、こうした「疑似奢侈品化」しうるという

ことの背景に何があるのかを見なければならない。そのためには、マルクスの時代から

150 年以上も生き延びてきた現代資本主義経済体制が、どのようにしてそのような状況

を生み出してきたかを考えねばならない。 

 

（2）過剰資本の処理形態としての過剰消費（浪費）社会の現出 

 資本主義生産様式は、価格競争の中で相対的剰余価値を増大させるべく資本の技術的

高度化を行いつつ、労働生産性を高めるが、それは同時に一企業に雇用される労働者数

が減少することになり、一人当たりの労働者が生み出す剰余価値率は高まるが、全体と

して剰余価値量が減少すれば、利潤量が減少することになる（利潤率低減の法則）。そ

こで絶えず資本規模を拡大し、全体としての利潤量を増やさなければならなくなる。し

かし、これもある限度に達すれば、投下した資本の額に見合う利潤が得られなくなる。

これを過剰資本の形成という。過剰資本が蓄積すると連鎖的倒産が始まり、経済恐慌を

招く。 

 すでに 20 世紀初頭から、イギリスなどの先進資本主義国では、蓄積した過剰資本を

処理するために植民地などへの資本の輸出や安い労働力の流入などを利用した金融資

本的な処理により経済体制を維持する、いわゆる「レントナー（金貸し）国家」になり

つつあった。しかしこうした形での植民地獲得競争がやがて第一次世界大戦を引き起こ

すことになった。 

 大内力によれば、その後、1920 年代の「相対的安定期」を経て、1929 年に金融大恐

慌が起こり、資本主義経済体制が再び大きな危機に直面した。対外的には社会主義圏の

増大と、国内的には失業者が増大し、労働運動が激化した。この危機を乗り切るために、

主な資本主義国は通貨の金本位制を離脱して管理通貨制度に移行するとともに、それを

テコとしてケインズらの理論を導入した新たな経済政策を打ち出した。そのもっとも大

きな特徴は、金本位制を離脱した管理通貨制度を前提に、国家による通貨価値のある程

度のコントロールを可能にし、総資本の立場から、公共投資や社会保障などを国家主導

で行い、それによって労働者の購買力を上げ、消費意欲を生み出させ、労働者階級の労

働賃金を、生活資料を生産する企業の資本に還流させ、そこから生産手段企業にも資本

を集中させることを通じて、資本の循環を復活させ、拡大再生産を図ることであった。 

 しかし、ここでの拡大再生産は、過剰資本の蓄積を処理するためのメカニズムが本質
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であり、そのため資本の再生産に結びつきにくい形の「不生産的商品の生産」（奢侈品

化した生活消費材やその販売促進を図る広告業およびいわゆる第三次産業など）が中軸

をなし、「不生産的産業」が増大した。ここに、膨大な再生産外的消費や不生産的投資

による大量生産＝大量消費社会が現出することとなった。 

 つまり「浪費の拡大によって過剰資本を処理しつつ資本の拡大を維持させる経済体

制」ができあがり、それが今日まで基本的に続いているといえる。大内はこれを「腐朽

化した資本主義社会」と言っている。 

 

（３）過剰消費社会のもたらす必然的結果 

 これらの結果、不生産的生産物がつねに拡大し、短い周期でのモデルチェンジによっ

てまだ使えるモノが廃棄され、廃棄物は急増し、地球資源は、急速に枯渇して行くこと

になる。つまり、一方では、消費拡大によって経済を成長させなければ国家経済が成り

立たず、それを推進させれば、地球環境の破壊や資源枯渇が進行する、という絶対的矛

盾の中に置かれることになる。 

 

（４）不生産的消費拡大による価値観の変化 

 上述したように、不生産的消費とそのための生産の拡大は、その社会に生活する人々

の意識を必然的に変化させる。もともと資本主義社会においては、すべての社会的生産

物が商品として生産、販売されるのであるが、不生産的消費とそのための生産の拡大で

経済体制を維持している社会（腐朽化した資本主義社会）での生活は、一見生活の中で

モノが増え、社会生活や、労働が利便化されていくので、それが「豊かな社会」である

かのように見えるが、他方では、モノを買うことこそ人生の意味であるかのような生活

観が生まれ、それが通常化される。労働賃金が少しずつ上昇し、クルマや高価な趣味用

品、海外旅行などが日常生活の中に入り込む。しかし、実際には、受け取った賃金のほ

とんどはこうした高級消費材やレジャーなどに支払われ、それらの産業を経営する資本

家の手に渡るのであって、本来の意味での社会共通ファンドに回されるわけではない。

その状態は、一方に生活費の高騰により相対的に貧困化する人々と、他方で潤沢な利潤

を分与されて富裕層になっていく人たちの間の溝を広げることになる。さらに資本のグ

ローバル化のもとで、生活必需品市場には労働力の安い国で作られた低価格商品が流入

し、それらの商品を生産する企業は労働力の安い国々へと生産拠点を移して行く。そし

て国内では労働力の多くは、第三次産業や高級消費財の販売（飲食店なども含む）など

に吸収される。その結果生産企業は衰退し、社会は「寄生化」して行くことになる。人々

の生活格差が増しているにもかかわらず、その価値観は、高級指向になり、グルメ指向
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になり、ブランド指向になっていく。 

 

７ 「付加価値」とは何か？ 

  一般に、商品市場で販売されている商品には、不変資本部分（c）と、可変資本部分

（v）、そして剰余価値部分（m）が含まれているのであるが、市場での競争が激化すれ

ば、生産コストを削減するために、一方では、剰余価値率（m / v）を上げるために、

可変資本部分である労働者数を削減することになり、他方では、労働の生産力（一労働

者が単位時間に生み出される生産物の量）を高めるべく生産設備などへの投資を増やし、

相対的剰余価値を増大させ、資本の構成（c / v）を高度化させようとする。 

 そのため、一企業内の労働者数が減少し、その企業が獲得できる剰余価値量の全体は

減少し、利潤率（m / c + v）は低減する。そのために、どうしても商品の生産総量を

拡大し、資本の回転期間を短縮させ、一定期間における販売量全体を増やすことで獲得

する総剰余価値量を拡大させなければならなくなる。 

 この資本主義的生産様式の基本形が、上述した、過剰資本の膨大な蓄積と、その圧迫

を回避するための過剰消費を必要とする、腐朽化した資本主義社会になると、不生産的

商品の生産に重点を置いた生産体制となるため、消費材の生産量増加が重要となる。そ

のため、生活消費材の疑似奢侈品化（デザインなどで商品を「魅力化」する）による販

売促進が加速され、広告などのキャンペーンによって、疑似奢侈品化した商品の「イメ

ージ付け」が行われ、いわゆる「消費者」の価値観をコントロールするようになる。そ

れによって、生活消費材などが、実際の価値より遥かに高い市場価格で販売できる市場

の体制が生み出され、それが当然視されるようになると考えられる。 

 「付加価値」とは、こうした社会的状況の中で、商品が実際の価値よりもはるかに高

い市場価格で販売され、「消費者」が、それを承知で買って行くようにするための、売

り手側の方略であり、買い手は、売り手によってその価値観をコントロールされている

ため、この状態に異議申し立てを行わない。労働賃金の相対的に高い国での生産物はか

くして「付加価値」によって、市場での競争力を付けることになる。付加価値によって

価格を価値以上につり上げられたこれらの商品の価格には、あらかじめ、高騰化したよ

うに見える労働賃金の中に含まれた「疑似奢侈品」購買費として、人々の生活費の一部

に組み込まれ、その購買を通じて資本家階級の手に還流し、資本の拡大再生産を維持さ

せているといえる。 

 この結果、付加価値商品販売によって資本家の手に蓄積される過剰資本は、いわば、

根無し草的な流動過剰資本（実際の価値より遥かに大きな貨幣量としての資本）として、

投機家や投資家のターゲットとなり、これによって莫大なマネーとそれを先取りしよう
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とする信用市場が世界市場を支配するようになったと考えられる。 

 

注：文中、太字部分は、原著からの引用を示す。 
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