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「持論・時論」特別寄稿  

 

 皆さん、お元気でお過ごしと存じます。春闘の季節がやってきています。昔々になりますが、

春闘討論集会にご参加の方も多いと存じます。最近の春闘について、東京在住の平山昇氏

の依頼で、本稿を書きました。他の論稿と一緒に、一書にまとめるようですが、その前宣伝を

兼ね、まだ時間もありますので、皆さんにご一読願い、ご意見など頂ければと思います。宜し

く。 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

労働力商品化の止揚と『資本論』再読 

―労働運動の再生と労働力再生産の視点― 

 

 大内 秀明 

  もくじ 

  １．日本型「春闘方式」の特質 

  ２．「春闘方式」と日本型潜在的過剰人口 

  ３．日本型経営と潜在的過剰人口の存在 

  ４．労働運動の再生と「労働力再生産」の視点（１） 

  ５．労働運動の再生と「労働力再生産」の視点（２） 

  ６．共同体社会主義への道と労働運動 

 

 

１．日本型「春闘方式」の特質 

 

 労働運動の沈滞と後退が叫ばれてから久しい。とくに日本では、先進資本主義では例外とも言

える超高度成長の実現を背景に、「春闘方式」が労働運動の主軸をなし、shunto が国際的にも

話題となった。また春闘方式を運動面で指導し組織した「総評」（「日本労働組合総評議会」の略

称）も Sohyo として使用され、総評は仏のパリに事務所を構えるほど国際化していた。しかし、春

闘も総評も、20 世紀最後のもので、21 世紀のものではなくなってしまっている。もちろん、春闘方

式は言葉だけでなく、今も「連合」（「日本労働組合総連合」の略称）など、春季の賃上げ統一闘争

としては続いている。しかし賃上げは、政府主導の「官製春闘」の色彩を強めている。その点では、

労働戦線統一の「連合」も運動の失敗だったことになるだろう。その反省が必要だと思う。 

 そもそも日本型「春闘方式」の運動は、日本経済に特有とも言える高度経済成長と結びつき、高

度成長に便乗した賃上げ闘争だった。敗戦も重なり、1960年代から 70年代に、欧米に二重の意

味で遅れていた日本の低賃金、とくに若年労働力の低賃金を利用して、時には年間 10％を上回

る超高度成長を実現し、「アメリカに追いつき、追い越せ」とばかりに、大幅賃上げと雇用の拡大を

進めてきた。こうした日本型資本主義の超高度成長の基調の上に、運動としては高度成長の波に

便乗したのが大幅賃上げを実現した日本型「春闘方式」だったことを、まず確認する必要がある。
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だからまた、1980年代を迎えて、日本経済の高度成長に結びついたバブル経済が破綻し、「失わ

れた 10 年」そして「20 年」の長期慢性不況とも言われる「長期デフレ時代」を迎えて、春闘方式は

形骸化し、賃上げどころか、生活水準の維持さえ困難な「格差拡大の時代」を迎えることになった。

日本型春闘の終焉に他ならない。 

 もう一つ「春闘方式」の成功を支えていた条件として、インフレ物価上昇が持続していた点が重

要である。春闘の大幅賃上げは、低賃銀の是正のためだけではなく、「インフレに負けない」賃上

げ闘争でもあった。言うまでもなく、日本経済の高度成長期は急激な物価上昇を伴っていたし、と

くにオイルショックに伴う物価上昇は、年率 10％を超える「狂乱インフレ」と呼ばれる上昇率が続い

た。言うまでもなく賃上げが、名目的な賃上げだけでなく、労働者から見れば実質賃金の獲得であ

る以上、インフレとの闘いにならざるを得ない。また、経済成長率について言えば、産業や企業、

地域などに成長率格差が付き物だったが、消費者 物価の上昇は全国的であり、それ故にインフ

レ物価の上昇との闘いとしては、賃上げ要求に足並みをそろえつつ、「全国春闘共闘委員会」な

どによる組織統一が容易でもあった。全国統一闘争という点が「春闘方式」の一つの特徴と言える

と思う。 

 さらに、もう一点として、日本経済の構造的特徴にかかわる点だが、闘争が「春闘方式」として春

のシーズンに統一された点にも関係する。日本資本主義の低賃金構造の一つとして、終身雇用、

企業別組合と共に、「年功序列型賃金」が大きな特徴であり、賃金体系は著しく年齢別格差、それ

も若年労働者の低賃金が支配的だった。とくに初任給の低賃金により年功序列型賃金体系が支

えられ、年功序列により終身雇用が維持され、それを事実上保持して雇用の安定をはかる企業別

組合の組織が成立したのである。したがつて、新規学卒者の初任給が低賃金であることが年功序

列賃金や終身雇用の前提条件であった以上、低賃金構造の打破は、新規学卒者の初任給の低

賃金の底上げを基調にせざるを得ない。新卒労働力の雇用と初任給ともなれば、日本の学校制

度からすれば、卒業・入学と共に春季に統一されることになる。「春闘方式」が、「春季全国統一闘

争」として上記の総評の闘争本部が置かれ、その指導の下に組織的な賃上げ闘争が実施された

大きな理由だったのである。 

 

２．「春闘方式」と日本型潜在的過剰人口 

 

 日本型賃上げの特徴として春闘方式をあげることができるが、それは日本資本主義の後進性に

基づく高度成長と結びつき、高度成長とインフレ経済に便乗した賃上げ闘争であった。それだけ

に高度成長の終焉と共に。春闘方式による賃上げも限界を露呈し、すでに「官製春闘」と呼ばれる

アベノミクスの政策に組み込まれた賃上げに過ぎなくなった。しかも、賃上げによる実質賃金の上

昇や消費需要の拡大も期待できないとあっては、日本資本主義にとって春闘は年中行事ではあ

っても、その存在価値はほとんど無くなったとも言える。日本資本主義は、超低金利の持続と共

に、賃上げ闘争不在の春闘の終焉によって生き延びているとも言えるだろう。 

 春闘方式が日本資本主義の高度成長とインフレに便乗したとして、高度成長を支えた労働力に

ついては、戦前から続いてきた潜在的過剰人口の存在に注目しなければならない。資本主義の
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発展にとって、労働力の確保が最重要な課題だったことは言うまでもない。イギリスは最先進国とし

て、農地を牧場に変える 2度のエンクロージャー（囲い込み）が有力な槓桿となった。各国とも労働

力商品化のために、いわゆる「原始的蓄積」を進めたが、後進国の資本主義化は、先進国の高度

に発達した機械や技術を利用できたため、相対的には省力化された投資で「原始的蓄積」を進

め、それだけに急進的な成長も可能だったと言える。日本の明治維新でも、賊軍となった東北の

没落士族を中心に、急激なインフレとデフレで下層武士や農民層を分解し、労働力商品の創出

に成功した。とくに日本の場合、後進国ドイツから、さらに遅れた最後進国として、金融資本のもと

で相対的に一段と省力型の原始的蓄積が進められたと言えよう。 

 そのことは逆に、相対的に潜在的過剰人口が大量に存在し、資本蓄積を容易にすることにもな

る。日本で国勢調査が始まる 1920 年代以降（おそらくそれ以前から同じだったと推定されるが）、

ほぼ 1400 万人の第一次産業の就業人口を抱え込んでいたのは、日本型「原始的蓄積」によるも

のと言えるだろう。この「1400万人の不動の数字」が、総人口や農業人口の増加と共に、豊富な潜

在的過剰人口を形成することになった。また、「1400 万人の不動の数字」が、田舎への疎開など、

戦中・戦後の一時的増加もあり、さらに戦後の高度成長期を支える豊富な産業人口、労働力人口

として機能したのである。その点で、高度成 長に便乗した春闘方式もまた、「14000 万人の不動

の数字」に依拠したとも言えるだろう【注】。 

【注】この「1400 万人の不動の数字」とその激減については、故大内力教授の遺著となった『大内力経済学大系 第 8

巻 日本経済論 下』第 2章日本型資本主義、第 6節「農林水産業の消滅」（2009年、東京大学出版会）を参照の

こと。本稿は、教授の問題提起に従っている。 

 この「1400万人の不動の数字」、それに関連して「農家数 500万戸」について注意しなければな

らないのは、日本農村に特有な共同体の存在である。単なる封建制ないし封建的遺制として済ま

すことのできない存在だし、戦後日本資本主義の高度成長、そして春闘方式をも支えていたので

ある。日本の農村では長い間、長男の「本家」に対し、次三男の「分家」をいくつも作り、それに田

畑を分割することは、「田分けは戯け」と言われ、出来る限り避けることとされてきたのであった。こう

した伝統的な共同体規制を継承しながら、北海道は多少別にして、他の都道府県では、ほぼ 1戸

の農家 1 町歩（＝1 ヘクタール）程度の農地が「適正規模」とされてきたのであり、それを分家に分

けて零細化すれば農家として経営が成り立たなくなると言う、一種のバランス論が長い間要求され

てきた。これは日本に特有な共同体の自主規制であり、こうした規制に基づいて農家、農村も維持

されてきたのである。 

 こうした「田分けは戯け」の共同体的規制こそが、上記の 1400 万人、500 万戸の不動の数字と

なり、潜在的過剰人口の存在を支えることになった。いわゆる「農家の次三男問題」であり、日本資

本主義の後進性と共に、その発展をも支えてきたのである。また、この次三男問題こそ、周知のと

おり 1929 年世界大恐慌などによる農村不況と結びついて、日本の対外侵略にも利用されたし、

だからこそ戦後の農地改革や農業基本法などでも重要な政策課題となった。しかし、戦後 1950

年代の後半から高度経済成長により、急速に解消されることになった。というより、次三男問題を含

む相対的過剰人口の存在により、それを利用して日本資本主義の高度成長は実現されたのであ

る。 
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  「純粋資本主義」として抽象される自立した資本主義経済としては、資本蓄積の過程において、

不況期の相対的過剰人口を景気の拡大によって吸収する【注】。好況末期の資本の絶対的過剰生

産において企業間競争が激化し、利潤率がゼロ、さらにマイナスに追い込まれ、それに金利上昇

が加わり金融恐慌が起こる。金融恐慌は、初期マルクス・エンゲルスの「唯物史観」による「恐慌・

革命テーゼ」のドグマとは反対に、そこで資本過剰の整理が行われ、それに続く不況期の合理化

投資により、相対的過剰人口が創出される。資本主義経済は、相対的過剰人口の吸収と反発を

通して、景気の循環と経済成長を実現する。資本主義に特有な人口法則に他ならない。こうした

人口法則により、資本主義は自律的に発展・成長するが、初期の資本主義段階や後進資本主義

国では、「産業予備軍」と呼ばれる上記の潜在的過剰人口の存在を利用し、労働力を確保しなが

ら急速な経済成長の実現に成功するのである。日本資本主義も例外ではなかったし、その点で

「1400 万人と 500万世帯の不動の数字」が歴史的意味を持っていたのである。 

【注】『資本論』は、純粋資本主義の抽象であり、宇野三段階論も純粋資本主義の原理論、それに段階論、現状分析と

なるのであり、純粋資本主義の抽象を否定すれば、宇野理論の方法の全面否定であり、宇野理論と呼ぶことも出来

ない。念のため指摘しておく。 

 とくに日本資本主義にあっては、戦後の稀にみる超高度成長の実現にとり、潜在的過剰人口が

重要な役割を演じたのである。高度成長の要因は多様であり【注】、例えば 1 ドル＝360円の固定相

場が超円安で輸出主導の成長を可能にしたこと、アジア各国に特有だが貯蓄率が高く間接金融

で投資を支えたこと、アラブからの割安な石油エネルギーの輸入など、いろいろ理由を上げること

ができる。しかし、急速な工業化による高度成長にとり、労働力の確保に成功したことが、最も重要

な要因であろう。明治以来の「1400万人と 500万所帯の不動の数字」であり、日本型潜在的過剰

人口の存在に他ならない。それがまた日本型経営の特徴と言われた①年功序列型賃金、②終身

雇用制、③企業別労働組合の三点をも支えることになった。 

【注】戦後の日本経済の高度成長については、すでに色々論じられているが、拙著『日本資本主義の再編成』第 3 章

（1974年、現代評論社）も参照のこと。 

 

３．日本型経営と潜在的過剰人口の存在 

 

 日本型経営が注目され、ジャパン・アズ・ナンバーワンとまで高く評価されたのは、60 年代からの

高度成長だが、とくに注目を集めたのは 70 年代の 2 度に及ぶ石油ショック乗り切りの成功が大き

い。もっとも石油ショック乗り切りには、変動相場制への移行により、大幅な円高が進んだにもかか

わらず、輸入原油がドル安で割安に利用できたことも大きい。国内要因としては、日本型経営の上

記 3点セットの役割が大きかったので、海外からの高い評価となったのであろう。 

 3 点セットのうち、上記の通り①の年功序列型賃金が基礎になり、その上で②の終身雇用制が成

立し、さらにその上で終身雇用の確保のためにも③企業別労働組合の組織が維持されることにな

る。したがって、賃金制度として①の年功序列型賃金が成立し無くなれば、②も③も成り立たなくな

り、3 点セットは崩壊することになる。その点でも、賃金制度とそれを支える労働力の雇用制度が極

めて重要である。明治以来とも言える「1400 万人と 500 万所帯の不動の数字」の日本型潜在的
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過剰人口の存在、とくに農家の次三男の過剰人口の存在こそ、年功序列型賃金など日本型経営

の 3点セットを支える重要な条件だった。状況を少し具体的に見てみよう。 

 戦後、高度成長が始まる時点で、農村からの農家の次三男が集団就職の列車で三大都市圏に

送り出される話題が大きく報道された。戦争直後の一時期は、戦争中からの疎開や食糧不足もあ

り、農村人口は増加していた。しかし、復興再建の進展と共に、潜在的過剰人口として利用する方

向が有力になってきた。とくにアラブの石油の輸入による「エネルギー革命」は、環太平洋の一角

を構成する太平洋ベルト、とくに京浜、中京、阪神の工業地帯の拠点開発方式による三大都市圏

の形成が進んだ。日本資本主義の高度成長は、太平洋ベルトの三大都市圏による輸出産業の重

化学工業化によるもので、そのための労働力が東北日本海側などを中心に農村部から大量動員

された。とくに農家の次三男が低賃金の若年労働力として「金の卵、ダイヤモンド」と呼ばれなが

ら、集団就職の列車で三大都市圏に運ばれたのである。 

 敗戦後の次三男労働力は、超低賃金の若年労働力であり、しかも戦後六・三制の学制改革も加

わり、中等教育まで義務教育化された。この新卒若年労働力こそ、重化学工業化にとって技術水

準など、良質かつ安価な労働力として雇用された。この雇用によって、年功序列賃金制度が支え

られることになる。良質、安価な新卒の若年労働力の雇用が保証されれば、三大都市圏の都市型

住民として、社宅など「企業内福祉」により定年退職まで終身雇用が可能である。そうした終身雇

用の労働力が正規雇用の労働力として労使関係を形成する「民主化」こそ、日本型労使関係とし

ての企業別労働組合の役割だった。職能別でもない、産業別でもない、企業別の日本型労働組

合の組織である。 

 さらに農業問題との関連では、出稼ぎ型労働力の活用が重要だろう。屋外・季節型が不可欠な

農業労働にとって、そもそも専業労働力という表現が形容矛盾かも知れない。農業は本来的に兼

業労働力で行われているのであり、その意味で農家もすべて兼業農家である。特に東北農民にあ

っては、長い積雪の冬があり、農閑期の就労が不可欠だし、もともと農家は雑種・兼業であり、だか

ら出稼ぎが定着してきた。この出稼ぎ労働力が、上記の戦後高度成長期には、環太平洋ベルトの

拠点開発、とくに港湾建設などのインフラ整備に活用された。基盤整備は公共事業として行われ、

その上で民間投資が進み、集団就職の若年雇用も進んだ。しかし、出稼ぎ労働力は若年労働力

ではなく、もともと中高年労働力であった。非正規の季節雇用であり、当初は農閑期の「季節型」

出稼ぎだったが、高度成長の持続と共に三大都市圏から太平洋ベルトに産業基盤・都市基盤の

整備が拡大延長し、出稼ぎも「季節型」から「通年型」出稼ぎに進み、さらに農閑期の短い西南地

域では「挙家離村」に変わった。通年型出稼ぎでは、中高年労働力は事実上「脱農」化したわけ

で、農業労働力は「三ちゃん農業」に変質したのである。 

 さらに 70 年代以降になると、重厚長大型とよばれた臨海型・基礎資源型重化学工業から、工業

開発は内陸型・高度組み立て加工型に発展した。こうした転換により、企業誘致も三大都市圏中

心の都市部から、その連携の農村部へと拡大した。そのための内陸工業団地の開発が進むことに

なったが、その基盤整備と共に、農家の主婦労働力など、女性労働力の「通勤型」「在宅型」出稼

ぎの利用が拡大した。こうして農家の次三男の「集団就職」に始まり、中高年の基幹労働力の「季

節型」出稼ぎ、その「通年型」への拡大、さらに農家の女性労働力の「通勤型」出稼ぎへと、農業
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労働力は根こそぎ動員されることになった。さらに、ここでは具体的に立ち入ることができないが、

「プラザ合意」以降の 80 年代後半から、急激な変動相場制による円高＝ドル安（1 ドル＝200 円

台から 70 円台まで）によって、農産物の大量輸入が進み、「1400 万人と 500 万所帯の不動の数

字」は一挙に激減し（2017 年、224 万人）、「少子高齢化」のベールの下に「生産性革命」「人づく

り革命」が叫ばれ、その中で日本の「農林水産業の消滅」の危機が到来しているのである。 

 

４．労働運動の再生と「労働力再生産」の視点（１） 

 

 日本資本主義の高度成長とインフレに便乗した春闘方式は、高度成長の終焉と共に、アベノミク

スの「官製春闘」に組み込まれてしまった。とくに日本型経営の 3点セットとの関連では、年功序列

型賃金、終身雇用制との組み合わせの「企業別組合」の体質からすれば、非正規雇用者や急増

しつつある海外からの外国人労働力の組織化は困難である。今後、そうした非正規雇用をめぐっ

ての混乱が予想されるし、それがさらに社会問題から政治問題に発展する可能性も極めて大き

い。すでに女性では、非正規雇用が正規雇用を上回り、非正規が正規に、正規が非正規に名称

を変更するのが適当な事態だし、外国人労働力は農業や建設の職場に急増している。上記「農

林水産業の消滅」の危機は、たんなる農業問題の危機ではなく、実は労働問題であることを忘れ

てはならない。 

 すでに説明したとおり、春闘方式は終身雇用制など、日本型経営と固く結びついていた。高度

成長の終焉が、日本型経営の破綻と結びつき、結果的に春闘方式の官製化を招いている。さらに

その前提には、日本型潜在的過剰人口の利用が高度成長の持続と共に行き詰まり、いわゆる少

子高齢化による深刻な労働力不足を招いているのだ。いまや労働力不足に対して、国家権力が

前面に出て、「働き方改革」や「生産性革命」「人づくり革命」を強行せざるを得なくなっている。し

かし、そもそも女性労働力や高齢者の雇用には限界がある上、外国人労働力の雇用ともなれば、

すでにＥＵ各国の混乱でも明らかなとおり、近代国家が本来「国民国家」である以上、外国人雇用

には限界がある。その点が、グローバリズムの限界ともいえるが、いたずらにポピュリズムの台頭や

ファッショ化の危険性を招く事になりかねない。それだけに労働力不足の問題を、たんなる少子高

齢化に解消して、「人づくり革命」などに飛躍することなく、ここで「労働力の再生産」の視点から捉

えかえすことが必要である。 

  『資本論』でも明らかなとおり、労働力商品の価値は必要労働によって決定されるが、その必要

労働は労働力の再生産に必要な労働に他ならない。労働力の再生産に必要な労働は、労働力

商品の特殊性によって、労働者が生活し生存するのに必要な生活資料の価値に基づいている。

さらに労働力の再生産は、当該労働者の生存だけではなく、労働者の世代間再生産を保障しな

ければならない。これは資本主義の経済法則が、人間社会の存続である生存権の保障にかかわ

る「経済原則」に基づくものに他ならない。労働力の再生産が確保できず、労働力不足が深刻化

すれば、資本主義の経済の存続が問われるし、そこにまた国家権力としても、「人づくり革命」とい

う過激な政策主張もまた必要なのであろう。資本主義の危機の表現と見ていい。 

 すでに説明したが、『資本論』の純粋資本主義の原理論では、資本蓄積の過程における「資本
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の有機的構成」の高度化による省力化投資により、いわゆる「生産性革命」による合理化を通して

相対的過剰人口を創出する。この過剰人口を吸収したり、また反発したりしながら、資本蓄積を通

して経済成長が進むのであり、労働力商品もそこで再生産され、世代間の存続が保証されるので

あって、資本主義的人口法則に他ならない。労働力の再生産に必要な労働力商品の価値規定

も、資本主義的人口法則により裏付けられる。その点では、相対的過剰人口の存在が、資本主義

的蓄積＝経済成長にとり不可欠であり、逆に完全雇用の持続と長期化こそ、労働力不足の深刻

化を招き、体制的危機につながりかねない点に注意が必要である。相対的過剰人口の  適度な

「吸収と反発」こそ、資本主義的人口法則の円滑な運行であろう。その点でマイナス金利など、異

常な超低金利により金融恐慌を回避しながら、金融・流通などの技術革新は進むものの、産業の

内部からの「生産性革命」が不十分なまま進まない。にもかかわらず、政策的に完全雇用を進めれ

ば進めるほど、資本過剰の長期化による「労働力不足」は深刻化し、過激な「人づくり革命」を提起

せざるを得なくなっているのが、アベノミックスの政策的帰結だろう。 

 

５．労働運動の再生と「労働力再生産」の視点（２） 

 

 もう一点、「労働力の再生産」として、『資本論』第 2 巻の「可変資本の回転」に関連する論点が

重要である。周知のとおり『資本論』第 2 巻は、マルクスの死後エンゲルスの手で編集・出版され、

『資本論』第 1 巻、とくに資本蓄積・再生産過程に対する「補足」の地位を与えられている。資本の

直接的生産過程は、もともと「資本の流通過程」、とりわけ資本の循環・回転による媒介が不可欠

であり、資本の剰余価値生産も資本の流通過程に媒介され、資本の蓄積・再生産過程を構成す

るものに他ならない。マルクスは、流通過程の媒介を後回しにして、第 1 巻の出版を急いだのであ

ろう。しかし、第 2 巻が刊行された以上、労働力の再生産、そして資本主義的人口法則について

も、第 2 巻の補足・媒介によって、理解し直す必要がある。とくに「可変資本の回転」は、労働力商

品の特殊性に基づく「労働力の再生産」として、きわめて重要な論点が提起されていると思われ

る。 

 ここは『資本論』解説の場ではないが、第 2巻の「資本の流通過程」にとり重要な点は、第 1巻第

2 篇第 4 章「貨幣の資本への転化」に立ち戻り、「資本」を流通形態としてＧ―Ｗ―Ｇ’、つまり商

品、貨幣とともに流通形態として定義したことだろう。流通形態だから産業資本もＧ―Ｗ―Ｐ―Ｗ’

―Ｇ’の流通形態となったし、資本の流通過程の分析もＧ―Ｗ―Ｐ―Ｗ’―Ｇ’の姿態変換（メタモ

ルフォーゼ）から「回転」に入る  ことになった。そして、資本の流通過程の中心課題も、流通形態

としての運動にとっての時間的経過、つまり「期間」であり、その期間に伴う資本の「回転」になる。

資本の価値増殖も、「より多く」の剰余価値を、「より早く」獲得することであり、流通期間と生産期間

に大別される。そこでの資本の構成要素の機能と運動が、資本の回転を左右する。とくに、労働力

商品に投資され、労働者へ賃金として支給される可変資本の循環、そして回転は、直接的生産過

程の剰余価値の生産とは別の意味で、ここでも「労働力商品の特殊性」が特有な問題を提起し、

「可変資本の回転」として論じられるのだ。 

 『資本論』では、「可変資本の回転」は、もっぱら「剰余価値率の年率」について説明する。5 週間
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で回転する資本と、回転に年間かかる資本の 2つを挙げ、剰余価値率 100％は同一でも、その年

率は前者 1000％、後者 100％で資本効率は圧倒的に前者が有利、個別資本の立場からは、出

来るだけ回転期間を短くする。社会的には、労働力の商品の特殊性が、可変資本の回転に大き

な影響を与える。『資本論』では必ずしも明確ではないが、資本の流通過程の循環・回転に対し、

労働者の立場から見れば、労働者が労働力を売り、賃金で生活資料を買い戻すＡ―Ｇ―Ｗは、

資本の流通過程から独立する「単純流通」である【注】。 

【注】ここでの論点提起は、宇野弘蔵「労働力なる商品の特殊性について」（『宇野弘蔵著作集』第 3 巻「価値論」所収）

を是非参照されたい。この論稿は古く 1948 年 4 月『唯物史観』に掲載されたが、重要な論点提起だったにもかかわ

らず、内容が難解なためか、今日まで殆ど取り上げられていない。 

 それも、資本による生産過程Ｐと個人的消費を繋ぐ役割を担っている。即ち、労働者が労働力を

売るＡ―Ｇは、資本からはＧ―Ｗ（Ａ）―Ｐ―であり、従って労働者は生産過程に従事する。労働者

は労働により、価値とともに剰余価値を生産する。同時に、労働力の価値部分＝必要労働をＧ―

Ｗで消費財Ｗとして買い戻し、家計の消費活動で労働力の再生産を図る。この消費活動は、3 度

の食事が毎日行われねばならないように、消費財も毎日の労働者の消費に充当されるように配分

されねばならない。だから、上記の回転期間が 1 年も かかり、剰余価値年率の低い投資は、生産

が毎日行われ剰余価値は生産され、賃金も支払われるのに、貨幣資本の回収ができない。賃金

ファンドは五週間の資本と比べると、10 倍以上も必要になってしまうのだ。 

  さらにＧ―Ｗ（Ａ）として投資された可変資本は、労働力が人間の労働能力である以上、Ｇ―Ｗ

（Ｐｍ）の原材料の不変資本のように、使う必要が無くなったら、商品として他の資本に転売できな

い。そこが労働力商品の賃労働と、モノ同然の奴隷との差異になる。また、派遣労働などを利用し

てリスクを回避しようとするのだろうが、さらに賃金の支給は、日給にせよ、週給にせよ、月給にして

も、消費生活に合わせて支払わねばならず、それも原材料と異なり、手形ではなく、現金で規則的

に支給しなければならない。こうして労働者の人権としての必要労働の買戻しを保障するとともに、

生産の継続性と結びついた賃金支払いによる消費生活の維持・確保が、経済原則の面から要請

される。その点『資本論』でも、「社会が資本主義的ではなく共産主義的なもの」であっても、「鉄道

建設のように、1 年またはそれ以上の比較的長期にわたって生産手段も生活手段も、また何らの

効用も供給しないが、しかし年々の総生産から、労働、生産手段、および生活手段を引き上げる

事業部門に、社会が、どれだけの労働、生産手段、および生活手段を、何らの損害もなく振り向け

得るかを、社会はあらかじめ計算せねばならない」と述べている。マルクスも可変資本の回転に関

して、「共産主義的な」経済原則との関係で、ここで労働力商品の特殊性が重視されていることが

分かる。 

 

６．共同体社会主義への道と労働運動 

 

 以上、『資本論』第 2巻「資本の流通過程」の「可変資本の回転」を手がかりに、簡単だが労働力

商品の特殊性に基づく「労働力の再生産」について見た。①「資本の流通過程」にもかかわらず、

労働力は「単純流通」であり、それゆえ②生産過程と消費過程を媒介し、従って生産と消費のいわ
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ゆる「経済循環」が成立する。③この「経済循環」を踏まえて、資本の蓄積・再生産過程が展開さ

れ、すでに紹介した『資本論』第 1 巻の相対的過剰人口など資本主義的人口法則も解明される。

人口法則により、資本蓄積による経済成長の中で、相対的過剰人口の吸収と反発が繰り返される

が、その前提には生産過程と消費過程の媒介による「経済循環」として「労働力の再生産」の経済

原則が充足されなければならない。『資本論』でも、上記の通り「労働、生産手段、および生活手

段」の適正な配分による社会的再生産の「経済原則」と「可変資本の回転」の特殊な緊張関係が

提起されている点に注目したい。 

 このように労働力の再生産は、生産と消費の「経済循環」を媒介するが、生産の主体である「企

業」enterprise に対して、消費は「家計」household として行われる。家計は。個人的消費として、

単数でも複数でもいいのだが、「経済原則」としては必要労働により、労働力の再生産が行われる

場に他ならない。労働力が、人間として再生産され、商品として市場に登場しなければならない。

その限りでは、労働者も経済人（ホモ・エコノミクス）として行動する、労働力商品の所有者である。

しかし、消費主体として経済原則の担い手となれば、労働力の再生産は子供を産み育てる世代間

再生産を含むことだし、消費の場は「家庭」home で「家族」family とともに行われることになる。労

働力の再生産は、本人が生きて働くだけでなく、夫婦で育児・保育・教育を行い、次世代の労働

力も再生産しなければならない。ここに保育所問題などの重要性がある。 

 さらに重要なのは、「家族」はコミュニティ Community の基礎単位とも言われ、地域とも結びつ

いている。商品経済の拡大・発展は、上記の経済人を拡大し、家族や地域のコミュニティの結びつ

きを断ち切る傾向が強い。しかし、家族は地域との結びつきでコミュニティを形成しているし、その

点で労働力の再生産は、家族の消費生活を通して、地域の場で実現せざるを得ない。労働力の

再生産としての消費は、時間的・空間的な場としては、地域コミュニティ「地域共同体」で行われる

のであり、ここに経済原則による経済法則への緊張関係が進む【注】。こうして労働力商品の特殊性

は、資本の流通過程では、可変資本の回転として進むものの、経済原則としては生産と消費の経

済循環、そして地域共同体としての経済循環、いわゆる「地産地消」などによっても規制されざるを

得ない。すでに見た「1400 万人と 5000 世帯の不動の数字」も日本農村に特有な地域共同体の

規制で維持されたし、それがまた日本型潜在的過剰人口の存在として、その功罪はともかくとし

て、日本資本主義の雇用調整の「バッファー」だったのだ。日本「農林水産業の消滅」は、農村の

破壊だけではなく「バッファー」喪失により「人づくり革命」の体制的危機をもたらしているのだ。 

【注】経済法則と経済原則の関係については、『宇野弘蔵著作集』第 6 巻「資本論の経済学」及び第 10 巻「資本論と

社会主義」などをぜひ参照のこと。『資本論』の純粋資本主義の抽象による「経済原則」が、「経済法則」の解明と共

に、「社会主義」の内容として提起されている。 

 なお、このような家族、地域共同体と会社・企業との関係は、集団論としては企業などの利益集

団「ゲゼルシャフト」、家族や地域共同体など共益集団「ゲマインシャフト」の二つに概念化されて

きた。すでに明らかなとおり近代化の進展と共に、家族や地域共同体の結びつきが弱まり、ゲゼル

シャフト的なエコノミックアニマルの経済人が拡大した。目先の利便性、安価な画一性を求め、大

量生産・大量宣伝・大量販売・大量消費・大量廃棄のグローバリズムの横行である。しかし、すで

にグローバリズムの破綻は明らかだし、さらに東日本大震災など巨大な自然災害の発生、また巨
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大企業のガバナンス喪失や海外進出による地域経済の空洞化など、企業社会の地域社会に対

する支配の限界も目立ってきている。それだけに労働力商品の特殊性に基づく、「労働力の再生

産」としての家庭や家族、生産と消費の地域循環としての共同体、地域共同体の新たな再評価が

必要と思われる【注】。初期マルクス・エンゲルス以来の所有論レベルの「コミュニズム」communism

から、共同体社会への発展としての「コミュニタリアニズム」communitarianism 共同体社会主義

への視点が重要だし、その点で「労働力の再生産」の視点からの労働運動の再構築が求められて

いるのである。 

【注】労働運動と共に、協同組合運動をはじめ、生産と消費の地域循環については、東日本大震災を通して、様々なビ

ジネスモデルが動き始めている。地域運動の組織化など、被災地・宮城県の名取川・広瀬川水系をモデルにした具

体的、現実的な動きとして、大内秀明・吉野博・増田聰共編著『自然エネルギーのソーシャルデザイン：スマートコミュ

ニティの水系モデル』（2018年、鹿島出版会）を是非参照されたい。 

 


