
A 様 

私のつたない説明では、お分かり頂けなかった様で、申し訳ありません。あらためて回答させ

ていただきます。 

0） まず最初の問題ですが、「交換価値によって表現される価値」と単純に「交換価値」の違い

は何か？ 

＊ 単純な商品交換の場において、A商品所有者と B商品所有者の間で、交換が成り立つ場合、

おそらく両商品所有者の主観的価値観による、A=B という関係が成り立っていると考えてよい

と思います。もちろん、A と B は異なる使用価値を持った商品でなければ交換する動機はあり

ません。そして具体的には A商品のある量と B 商品のある量が「等価」であると二人の商品所

有者の間で合意されて初めて交換が成立するわけですが、ここでの「合意」は交換価値が等し

いということであると言えます。しかし、これはあくまで両商品所有者のいわば主観的合意で

あって、一般的なものではありません。そして実はこうした主観的合意に基づく交換が何十回

も何百回も世の中で繰り返される場合、そこに全体として、交換価値の背後にあって、それを

規定しているその本質としての「価値」が存在すると考えてよいと思います。これが、マルク

スの言うところの「それらの商品を生み出すに要した抽象的人間労働」の量であるといえると

思います。 

ですから、交換価値は、価値の現象形態であって、価値は交換価値によって表現されるものの

本質であるという風に言えると思います。 

A様のおっしゃる、「別物」の意味ですが、ここでは、交換価値と価値は、その現象形態と本質

という意味で抽象のレベルが異なるが、本来は同じものであると言えるのではないでしょう

か？ 

 

0.6）での A様の引用「第一に、同一商品の妥当なる交換価値は、一つの同一物を言い表してい

る。第二に、交換価値はそもそもただそれと区別さるべき内在物の表現方式、すなわち、その

現象形態でありうるに過ぎない… （交換される）１クオーター小麦にも、同様に a ツエントネ

ル鉄にも同一おおいさの、ある共通なものがある…したがって二つのものは一つの第三のもの

に等しい。この第三のものは、また、それ自身としては、前の二つのもののいずれでもない」

という部分です。 

＊ この部分の前回の私の回答書ではこうなっております。 

「一定の商品、１クオーターの小麦は、例えば、x量靴墨、または y量絹、または z量金、等々

と、簡単にいえば他の商品と、きわめて雑多な割合で交換される。このようにして、小麦は、

唯一の交換価値の代わりに多様な交換価値をもっている。しかしながら、x量靴墨、同じく y量、

同じく z量金等々は、１クオーター小麦の交換価値であるのだから、x量靴墨、同じく y量、同



じく z 量金等々は、相互に置き換えることのできる交換価値、あるいは相互に等しいおおいさ

の交換価値であるに違いない。したがって、第一に、同一商品の妥当なる交換価値は、一つの

同一物を言い表している。だが、第二に、交換価値はそもそもただそれと区別さるべき内在物

の表現方式、すなわち、その現象形態でありうるに過ぎない。」（向坂訳岩波版 p.47-48） 

という部分で、上記のことは、明解に記述されていると思います。私の理解では、次のように

言えると思います。 

（１）交換される商品は互いに異なる「質」としての使用価値を有している。 

（２）しかし、交換が成立するためには、両者の使用価値の異なる量（例えば、１クオーター

の鉄、20 ヤールのリンネルなど）においてではあるが、両者に何らかの「同じもの」が表現さ

れているはずである。 

（３）その「同じ物」は、直接的には「交換価値」として表現されているが、その背後にある

本質は、それを生み出すに要した抽象的人間労働の量である 

 マルクスがいう「交換価値は、何か偶然的なるもの、純粋に相対的なるものであって、商品

に内在的な、固有の交換価値（valeur intrinseque）というようなものは、一つの背理（contradictio 

in adjecto）のように思われる。」は、向坂逸郎氏の訳のまずさもありますが、（valeur intrinseque）

とマルクスがフランス語で表現している言葉は、英語的には intrinsic valueであり、そこには「固

有の」という意味よりも「内在的価値」という意味合いが強いと思われます。固有の価値はむ

しろ使用価値を意味するはずですが、ここで言われている「内在的価値」は、交換価値がその

交換相手によってさまざまな量で表現される、という意味での「内在的価値」なのだと思いま

す。したがって、マルクスはこの一見矛盾しているかのように見える交換価値の意味について、

より深い観点から分析しようとしているのだと思います。 

 その結果抽出されるのが、さまざまな交換相手において、等しい交換価値という関係を生じ

せしめている「第三のもの」で、その背後にある本質規定としての「価値」であるということ

だと思います。 

前回の私の回答書での引用、「商品の形態的属性は、ほんらいそれ自身を有用にするかぎりに

おいて、したがって使用価値にする限りにおいてのみ、問題になるのである。しかし、他方に

おいて、商品の交換関係をはっきりと特徴づけているものは、まさに商品の使用価値からの抽

象である。この交換価値の内部においては、一つの使用価値は、他の使用価値と、それが適当

の割合にありさえすれば、ちょうど同じだけのものとなる。」（向坂訳岩波版 p.48-49）で、A

様は、「したがって、等しい交換価値を有する商品群は等しい使用価値を有する」とおっしゃ

るのは、誤解です。異なる使用価値をもった商品群が、使用価値の相違にも拘らず、ある一定

の量的関係による交換を成立させる、という意味であって、等しい使用価値の商品が交換され

るということはあり得ないし、矛盾であると思います。 



 

0.12）の問題。A様は、「しかしながら、x量靴墨、同じく y量、同じく z量金等々は、１クオ

ーター小麦の交換価値であるのだから、x量靴墨、同じく y量、同じく z量金等々は、相互に置

き換えることのできる交換価値、あるいは相互に等しいおおいさの交換価値であるに違いな

い。」の部分ですが、柳生様は、ここで「「交換される」という関係が、反射・対称・推移律

を満たす関係、即ち同値関係であることが、示唆されています。 従って、次のように解釈する

のが適切であろうと考えます： 

0.13) 「引用文 0.6) の共通なものとは、互いに交換される商品から成る同値類のことである。 

この同値類が、それに属する商品の交換価値である。第三のものというのも、このような同値

類を指すと解されます。 商品 a 、b が交換され、従って同一の同値類 X に属する時、a 、b 自

体は相異なり、X もそれらの何れでもない、ということで、「第三の」と言ったのでしょう。 し

かしこの言葉は、同値類がその要素が有って初めて有るという事情を隠し、自立的に存在する

かの如き印象を与える点で、適切とは言えません。」とおっしゃっております。 

＊ ここで「同値類」という語の意味を私は正確に理解していないかもしれませんが、マルク

スのいう「等価（Greichzetzenn）」は「同値」と同じでないと思います。マルクスの「等価」

は、互いに異なる要素を含むからこそ、そこに現れる同一性のことを言っているのであって、

弁証法的な抽象によって表現される立場であると思います。別の言い方をすれば、「区別にお

ける同一性」あるいは「同一性における区別」という概念であって、いわゆる形式論理学と異

なる弁証法的な論理表現であると思います。異なる要素があるからこそ、そこに「同一性」と

いう認識を与える立場が生じ得るのであり、逆に言えば、「同一性」とは、その背後に「異質

性」という存在を許すからこそ成りたち得る規定なのだと思います。「等価」にはそのような

内容が含意されていると思います。 

 

1）等量の労働時間によって生産される金と銀の例 

1.1)「金と銀が同じ労働時間で同じ量生産される ••• ならば、市場に出された際には、同じ価値

としてみなされるはずです」という私の前回の回答について、柳生様は「そうは思えません。 

金・銀の何れをより貴重なものとするかは、第一義的には美しさ、加工のし易さ、化学的性質

に依存し、これらについての評価（即ち使用価値）の違いによって、分かれて来るようです。 次

に需給関係の影響が大で、16世紀後半から 17世紀前半に掛けての銀の世界的暴落は、金の生産

がほぼ一定であったのに対して、銀の供給量の激増が原因であったのが明白です。 これらの要

因と比べれば、銀生産に占める労働量の減少が、大きな役割を演じたとは、思えません。 特に

日本の場合、1538年の石見銀山の開鉱に際して採用された灰吹法が短時日の間に確立し、明治

に至るまで保持されたことは、その間新たな技術（例えばアマルガム法）の導入による労働時



間の短縮は無かったであろうこと、従って 16世紀後半以降の銀の対金比価の大幅な低落は、専

ら大量の供給によるものであることを推測させます。 その傾向が、日本産銀の輸入の増加に伴

って、中国に及んだのも、他に原因は考えられません。」と言われています。 

＊ 一つ一つの歴史的事例に関する検討はここでは控えますが、まず金と銀の使用価値の違い

について。これはおっしゃる通りです。上述の通り、商品の交換は互いに異なる使用価値を有

するものでなければ成立しませんので、これは当然だと思います。どちらが「貴重」であるか

という問題は、どちらが「入手し難い」か、と言ってもよいでしょう。いわゆる希少価値なる

規定もこれに属すると思いますが、その場合、それを得るのにおおくの手間と時間が必要であ

る（それを入手するのに要する労働の総量が多い）から、その交換価値が高くなるのだという

側面もありますがもっと重要なことがあります。マルクスの価値規定は、商品が社会的に必要

とされる生産物であり、需要に応じてそこに投入される労働力の配分を変化させ、生産量を増

加、減少させることができる生産物であるということが、その価値規定の前提としてあると思

います。一方でこの前提に基づいて初めて、自然物や希少品などのような、その必要労働時間

による価値から極端にはなれた価格の商品が市場で売買される理由も解明できることになるの

だと思います。これについては後ほど再び出てきますのでそこで説明します。 

 次に、金と銀の供給量の違いや、精製法の違いによる市場価格の違いですが、これも、商品

経済においては、価値が直接表れることがなく、必ず「市場価格」（つまり交換価値の通貨量

による表現）という現象形態で表れるので、これは市場での需要と供給の関係で決まってくる

のは当然だと思います。金と銀の場合、それらが通貨の素材として用いられているため、商品

交換での支払い手段および流通手段としての機能が主であって、実際に金や銀は特殊な工業的

利用を除いて装飾品などという形での社会的富の私的保有素材にもなっており、問題は複雑で

あって、直接的な商品交換の場合とかなり事情が異なってくると思われます。しかし、それを

差し置いて、一般的な商品交換という見地から見ても言えることは、マルクスの言う「価値」

は現象的には「市場価格」つまり交換価値の通貨量表現によって現れ、市場の需要供給のダイ

ナミズムに応じてその価格を大きく変化させるが、結局は、そのダイナミックな変化の中心を

成す値は、その本質としての「価値」に収斂されると言えるのではないでしょうか？ 

 例えば、上記の例で言えば、銀の価格が下がったのはその供給量の増加によるものと言われ

ておりますが、この場合、以前と同じ量の銀を生産するのに要する平均的労働時間は、すでに

減少していることになります。ですから以前と同じ量の銀の価値も低落し、市場価格が下がっ

たのだと言えます。 

 A 様の質問「尚、銀の暴落は、欧州に於ける「価格革命」と呼ばれる inflation の主因であっ

たというのが定説のようですが、この著しい歴史的事実について、「資本論」はどのように扱

っているのでしょうか？」についてですが、これは上述したように銀が貨幣素材という特殊な



地位にある商品であるために、特にインフレーションといった通貨価値の下落の問題などは商

品の価値と通貨の価値の関係が変動するので複雑です、これについてはまた別の機会に述べさ

せていただこうかと思います。 

 

2) 土地の肥痩による単位労働時間の収穫量の差と交換価値： 

「『生産力が２倍ある肥えた土地から生産される農作物は、同じ労働時間においては、２倍の

量の農作物を生み出すことができるわけであって、もし、同じ量の農作物を交換にだせば、そ

の価値は半分であると見なされるはずです。したがって、この場合、同じ量の農作物が市場で

「等価交換」されることはあり得ません。』これも、そうとは思えません。消費者が、同種・

同（品）質・同量の農産物について、痩せた土地の産物だからと理由で、2倍の価格を受け入れ

るでしょうか？ 肥えた土地の生産者や販売者は、需給均衡または供給不足の状況では、痩せた

土地の産物と同じ価格を維持し、従ってより大きな利益を得、供給過剰の状況では値下げをし、

その結果、痩せた土地の生産者は赤字覚悟で追随するか、撤退に追い込まれるでしょう。」と

いう A様の疑問について。 

＊ 私の回答の言い方が悪かったのかもしれませんが、私は決して「消費者が、同種・同（品）

質・同量の農産物について、痩せた土地の産物だからと理由で、2倍の価格を受け入れる」と言

っているのではありません。「等価交換されることはありません」という私の表現は、あきら

かに同じ品質の商品で同じ量であれば、価格の高い方を買う（言い換えれば、同じ品質の商品

で明らかに少ない量の方を同じ価格で買う）人はいないだろうと言う意味です。別の言い方を

すれば、痩せた土地で作られた作物が肥えた土地で作られた作物の２倍の労働力を吸収した商

品として、同じ価格で市場に出されるとすれば、痩せた土地で作物を作る農業労働者は、おそ

らくその労働力を再生産するに足りる生活資料を得るだけの収入が得られなくなるだろうとい

うことです。つねに競争原理が働く市場においては、肥えた土地での作物を得る者は、当然、

痩せた土地で作られた作物を売る者に勝つため、需要が見込まれる限りそれより安い価格で売

りにだすでしょうし、それでも肥えた土地の作物は利益を生み出すことができるが、痩せた土

地の作物を売る者は、その市場価格が下がることによって利益を得ることができなくなり、生

活が成り立たなくなるだろうということです。結局、需要供給のダイナミズムを通じて、その

結果は肥えた土地で作物を得るに要する労働時間が少ない商品の方が同じ量において含まれる

労働時間が少ないために低い価格で売ることができ、その商品が吸収している労働時間に相応

しい価格で市場を制することになるのだと思います。 

 

3) 技術革新による労働時間の短縮と交換価値：  

「現実の資本主義社会では、その A 社が特別剰余価値を獲得できる期間は長くなく、激しい市



場競争の中で、やがて、他社も何らかの形（例えば A 社の特許に抵触しない形であたらな改良

を急ぐ）で生産手段の技術的改良を行い、結局は社会全体の生産力が底上げされて、その生産

手段で生産される商品は、同じ労働時間で生産される量が同じになって行く。」と私が書いた

ことについて、A 様が、「三たび、そうとは思えません。 独自の技術開発が容易でないのは、

頻発する特許不正使用を巡る争いが示す通りです。 止むを得ず競争相手の特許を有償で使用す

るのも、よく有ることです。 それもできなければ、有力企業と言えども、その分野から撤退せ

ざるを得ない、それも珍しくありません。 逆に、革新的な技術を開発した企業が、機密防衛に

自信が有るならば、特許を申請せず、技術独占の道を選ぶことも、有り得るでしょう。 

理論的に重要なことは、「特別剰余価値の獲得」が原理的に有り得る、況して、仮に短期間・

少数例に留まるとしても（小生はそうは思いませんが）、現実にも出現するということが、『商

品の交換価値（正しくは交換価値ではなく価値です---野口注）がその商品の生産に費やされた

労働時間によって定まる』という主張の反例を与える、ということです。」とおっしゃる問題

です。 

＊ たしかに実際に、生産力が高まった企業の商品の価値が市場を制する過程は、A様のおっし

ゃるように、苛烈な競争や技術機密の保持、特許の不正使用などによってさまざまな形を取る

でしょう。しかしいずれは（それほど長い時間をかけずに）、その過渡期の「特別剰余価値」

をもたらすような状態を脱し、結局ある種の平衡状態に落ち着き、そのときには商品の価値が

その生産に費やされる平均的労働時間によって表現されることになるのだと思います。マルク

スはそういった過渡期の状態が存在することをもちろん十分承知しているのです。 

 

4）最後に「von Böhm-Bawerk の批判も、宇野氏の反論も、自然物そのものの商品性を巡って、

ということなのでしょうか？ とすれば、素朴に過ぎるようですね。 自然物の（使用）価値が

それを用いた人工物の、商品としての（交換）価値に寄与する、という場合が、より一般的で、

興味深いとも思えるのですが。」とおっしゃる問題です。 

＊ この問題はむしろ「素朴な価値論者」には理解し難いことの理由に関する議論です。宇野

弘蔵が言う様に、商品は、労働生産物でないものをも当然含んでいますが、そうしたもの（例

えば土地、水など）の価格（価値ではありません）は、むしろ人間労働を必要とする生産物の

価値が決められるメカニズムを通して従属的に市場価格を得るということだと思います。宇野

が「資本主義社会は土地その他の「自然の賜物」ばかりでない、ありとあらゆるものを商品化

するのである。しかし、それだからといって、これらのすべての商品に共通なものでなければ、

商品として論ずることができないというのではない。それではかえって商品の性質を説明し得

ないことになる。商品経済としての資本主義社会でいかなる商品が基本的なるものであり、い

かなるものがこの基本的なるものによって影響されて副次的に商品となるか、この点を明確に



しなければ問題は一歩も進まない。」と言っているのもそういう意味で理解しております。 

 資本主義社会において、労働力までもが商品とされることで、はじめて歴史的に完成形態と

なった商品経済社会での価値法則が、マルクスの分析対象であり、それ以前の不完全な商品経

済社会において成される商品の交換では、むしろ主観的価値観によって価格が決められること

が多く、そこに市場価格を根底において規定している価値法則というものを解明しうる実体が

まだ未成熟であったと考えます。Boehm Bawerkはそのことが理解できず、したがってもともと

労働生産物でなかったものに与えられる市場価格と、労働生産物の価値による価格との区別が

つかず、マルクスの価値の意味がぜんぜん分かっていないのだ、と宇野は言っているのです。 

 

以上ですが、総じて私が考えますに、マルクスを理解するには、まず、いまの資本主義社会に

おいて「当たり前」と思われていることの背後に実は「当たり前でないこと」があるというこ

とに気づくことが必要であると思われます。これに気づかぬ人にマルクスの考えをいくら説明

しても理解してもらえません。しかし、いったんそういう事実に気づき、そのような視点でマ

ルクスを捉え返してみると、彼の分析がいかに鋭い物であり、現代社会の矛盾を根底から解明

しようとしていることが見えてきます。 

 私はある理論を理解しようと思う「理解の端緒」はそのようにして始まり、したがってまだ

マルクスの理論の全貌が分からなくともそれを何とか理解しようとするモチベーションが保た

れるのだと思います。それは柳生様が以前おっしゃっていた、「社会科学における理解はむし

ろ共感なのではないか」ということに当たるかもしれません。分からないなりにマルクスの意

図を共有し共感を深めながら理解を深めて行くということが、ない限りこういう理論は理解で

きないのかもしれません。そういう意味で、今回のA様と私の議論には、立場の基本的な違いが

あるのかと思う様になってきました。 

 しかし、私にとっては大変意義あるディスカッションだったと感じております。ありがとう

ございました。 

 2012.07.11 

野口 尚孝 


