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賃競論展開に会ける諸環について

いわゆる「賃金論の展開方法j によせて一一

又 主主 持;

自次

I はじめに一一一賃銀総の良原について

rr 労働力のiufifu自について

滋労働力のm務部iil濠について

IV 労働力の市滋総務について

V 労働の続絡について

れ老!こ会的消'fU元みについて

VIl n空オ立総三における f労賃論jのil't:f努について

I はじめ の炭嶋田むについて

日本における箕労i激論展開の試みの一大務流は，いわゆる労働力の市場悩

どをや心とする賃銀論畏誇の努力にあるかにみうけられる。日本的な

という現実，その中でもi斗ばれる rl可…労{動向一禁金Jの

し，労{動力部能賞鍛論に玄関}しつつも，いかにこの力説する

に接近すべきか，という問題の想論的刺激が， してこうした努力にか

りたてたことは，様めて ことといえよう。吉村助教綬が， fマノレ

グス託金論の方法と構成 jにおいて，そ

分析i二潟、;えうるばかりか，具体的研究

る場合，.7(ーの方法と構成はいかにあるべ

はひとり らず，この務流にとって

みてもよいであろう。

の具体的

るような賃金論を様想

とのべられるとき，これ

の跨題意識の表向と
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こうした潮流の発生は，一方における労働経済論の台頭と時期を同じうし

ているようにみえる O 竹中恵美子教授は，その著『現代労働市場の理論』の

はしがきにおいて， ，かえりみれば労働問題の研究を忘してから，とくに労働

市場論の体系化という問題意識をもちはじめたのは，戦後はなぱなしく行な

われた社会政策論争が一一段落をとげ，次第に労働経済学が新らしく台頭しは

じめた1955年代と期をーにしている。・・・…とくに賃金論の分野では，賃金論

の方法論に新しい問題提起をされた氏原正治郎氏の『労働市場論の反省』は，

旧来の労働市場論をぬきにした労働力のIilfi他から師絡への硬寵的転化論への

方法的反省を迫るものとして，硬直した賃金論に持折を感じていた私の研究

方法への重要な契機となった j(2)，とのべている。舟橋尚道「労働の価格とそ

の法J!日J<1954年).井村喜代子，W経済学批判』プランの『賃労働Jについて!

<1957年)，吉村励「賃金格差について I<1957年)など有力な諸論文の公表年

度をみると，竹中教授の発言の妥当性がみとめられるであろう。 il銀論の展

rmの試みは，現ヲミを分析する力量に関しての，労働経済学との競争の中でな

されたといえよう。

ところで，この潮流は，賃労働論の展開をもって，イコール賃銀論の展開

とおいて考える傾向をもっている。吉村励教授は，論文「マルクス賃金論の

方法と構成Jにおいて， ，労働力商品の流通過程J，，労働力商品の流費過程J，

「労働力高品の生産の総過程Jといった籍別構成を示しながらも，標題と対

応して， rw賃労働』の理論(ここで私が賃金論と称しているもの。けたし『労

賃は，他の項目で観察された賃労働で、あるJくマルクス『経済学批判序説』

マル・エン選集，補巻 3，271頁〉からである， J(3)とのべている。竹中教授も，

託銀論の展開をもって賃労働論の分野の充実であるとする位農づけをされな

がらも，iミ「労働に関する特殊研究!とはのべずに， ，労賃に関する特殊研究j

との名称を与えるのを好まれる。(りさらに.金子ハルオ助教授の論文「賃金

論の展開方法Jにも.，賃金工賃労働の運動J.，賃金z 賃労働の側関J，I賃金

口賃労働の分析」といった表現が瀕出するのである。(5)

賃銀と賃労働とは，不可分であり，表哀の関係のようなものであろう。し
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かし，侍れの官lUからみるのがまi蛮からの鎚祭であろうかと問うならば，やは

り賃労織の倶~からということ ιなろう。筆者は，賃銀論をも

論展開の…つの試みな『賃労働の恕論jJCl!fI*日書房， 1968~刊において示し

また，市村教授の能揚の論文は，その機成よりみて，

はみ出しているとみられる。かつての先駆的な弁持論文もまた，サ

ーヴイスの賃労機化，官吏・兵士との履胤などを議委等分野とみとめることによ

って， り

労倒j論の…瀦として ろう。そうしてはじめて，

i動の形態な焼却する

側fIi立の形態をずる

と，それとj照応して必要王寺治不段が'労i必ずj商品の

るでjろろう。こhこ

そ， :JlI!濯の試みた方向であっ

とはいえ，そうした限界 しつつむ， しかし，設銀論の燦Df1

しえない。 tこすよし、てtくt.

る とんどなしえなかった。ところが，まさにこれらのこと

こそ

の争われ除ている

ひきつつ次のよ

殊研究』と称し

労働力

つまり

し、カペこし

るかきら

としてF 労働経前学と

かくて竹中教J受はl詑揚弁村論文など

に述べるのである o I~ ではマノレタスが ヴ

〈主

ったか。それは労働市場の熔燃の研究，つまり

よ とそのもとで

ることである

労働市場のゑ体化による労働力説績の共体化，

され.:を もとでの競争が，

議れた形態としての市場組摘を成せしめ

の市場{nJifJ貨を恥心に，いかに現実的競争が市場側絡を変

動せしめるかのメカニズム ること ると。ここでは，

のディメンジョンにおける質素反論の諜態が，強烈に自

きであろう。そして，この点については，

かなりの程度に共通する問題意識とみられる

されているというべ

るEl

る。
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小稿i丸こうした潮流のもたらした諸成果に学びつつ，貢銀論の展開とい

う議角からの銃労働論授、熊を試みるとともに，議家の見解へのいくつかの批

る。

〔ロヨ (1 ) 吉村 励 fマノレタス策会漏の方法と構成j大絞ffj大「経む写会全然誌三銭58

議第 5手予 55頁

(2) 竹中;古美子 n見代労働浴場の主主論 1~2 叉

持労村励

手1) 十'r'":J:tT!l笠子治掲潔 lJr 
(5) 金子ノリレオ f賃金総の展開方法j講座 n完全総JI (青木〉第 1芝生

{詰} 竹:や恵三震予 liiI掲議 1ヌ

(7) I可前 2災

立 労i勢力の細胞について

労働力 いての lii f c 

とについての論議にとどまっている。しかし，

、さと.:その質料約内

の出発点にこれ

合おく場合，いま少 品目fからの!吟味が必嬰である G 労i効力の締砲に[珂

る抽象的 とどiどっていてはいけなL、， と ら， し

てし iどってよいことでは決してない。

いうまでもなく，労働力の{泌総は労磁力潟品の価総である。労i動力術品に

おいては，人間的労働力および人間的労織が，この嶺!郊の使用古!日倒およびそ

となっており，労{効力を維持するために必要な生揚手段が，つまり労

掛殺の消費元本が，労1効力P，;ijaI!のi弘治fillHI僚となっているの勺ある。労働力の

価値と法，そのような総合"設の中におかれて， の とっ

合的経史的形態なの

る。

りかくして労働力の似Ii械な規定している

労働力高I171は，また，他人のための労働と I~l ~土のため の主士山口

る。すなわち，労i効力商品の使Jflfilliil立は，その買手に引窓されるので

あり，したがって使用価砲の災現たる労働は買手のものである o ?G寸トこっ
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て実現するのは，労働力商品の価値であり，これは一定額の貨幣となって賃

労働者の手中に入り，賃労働者はこれをもって狭義の生活，すなわち他人の

ものとなった労働時間以外の生活を展開する。換言するならば，労働者ーの生

活が他人のための労働と自分のための狭義の生活に分割され，それが労働力

高品の使用{阿倍および交換師仰において結合されているのである。

商品の一般的規定を前提にして成立する労働力商品が，逆に商品生産の普

遍化のJ延子となるのは， 労(働f抵穀効1)訪1)力商，¥日i

らでで、あるのここでは，購入された労働力は商品生産のために支出されるので

あり，そのいみで，資本家にとっての労働力商品の使用価値は，ヰをに労働力

一般ではなく，自らの商品価値を上まわる価値生産物を生み出す，というと

ころにある。すなわち剰余価値の産出である。かくて労働力価値の，および

その側格への展開において，剰余{iflifi立法日Ijはたえず念頭におかれなくてはな

らない。

さて，労働力が向日!となり，労働者4 の的批元本が労働力商1171の価値の形態

をとる烈lおはどこにあるのであろうかの分析によって労i動力P.4J，Wlの使用1IiIi他

と{ilfi仰とが明らかになったからには，かえって労働力向imの存在1'1体がある

意味で仮象で、あるかにみえもするであろう σ たとえば宇野弘]説教授は，この

};\~について，労働力は元米商況1 として生産されたものではないのであって，

その商品)f列車はいわば仮象にすぎない，とされるのである。とはいえ一方に

おいては，労働力商品の実在性の確認ないし強調からすすんで，労働力の価

値とは他の商品におけるのと同様に労働力それ I~I 身に対象化し，凝結し，体

化した:}lb象的人間労働であるとする下山房雄助教授の見解もあるのである。

ここでは， i労働力の制li飽」の仮象性が翌日論的に問定されているのこれらの理

論の位置づけは，商品の物ネrjl 崇:j':H生についてのマルクスのjlt'I~IJ的検討に比定

するならば次のごとくなるであろう。;不完全にではあるが， {lfIi値およびfUIはffii

の大いさを分析し，そしてこれらの形式のうちにi認されている内容を発見し

た」が， Iなぜこの内容がかの形式をとるのかjの問題を提起しなかったスミ

スリカードーはこの場合宇野教授であり， i社会的労働諸規定の対象f削以
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象に拶:されたマルサスニベイリーは，この場合下山助教授である。この場合

「なぜ、この内容がかの形式(すなわち労働力商品という形式一荒又)をとる

のかJ.といえば，よく知られている労働者の二重の自由という条件の存在に

その答えがあるのみである。

とはいえ，次に産ちに，この労働者のこ重のいみでの I~' 出という条件が，

ある期間安定することの必然、性はどこにあるか，の問題が発生する。二重の

意味のIg，由が瞬間的に存在しでも，そこから次第に債務奴殺や奴隷的下人

や，小作人が発生してくることも躍史的にはみられるのである。そして，こ

れらのものの発生は，商品生産一般の発展をおしとどめるであろう。かくて

労働力商品の成立の必然性すなわち二重のいみでの労働者の自由の必然、住1:

l土. 191おな賃労働と独立小商品生産者の労働と，奴隷ないし農奴の労働との

より具体的な歴史的比較において，生産力の発展の状態によって与えられる

それら諸労働形態の関連において追求されるべきであろう。この観点からみ

たとき，労働力商品成立の必然性は次のような内容をなずであろう。

第 1に，独立した私的な労働よりも他人のための労働と化した労働の方が

より高い生産力を代表するものとなっているo 他人のための労働は，資本家

の手もとで、結合労働力に編成された生産資本の支出となり，独立した私的な

労働を生産力的に圧倒している。第 2iこ，農奴労働や奴隷労i動と比較して，

iヨ出な賃労働における方が，剰余生産物量も必要生産物量もともに大きい。

それが1可能になるように労働生産力のより高い段階になっている。第 3に，

剰余師値の資本への絶えざる転化が生産力の発展を常引するとともに，自律

的な狭義の生活過程をとおして労働力が日々くりかえし労働者自身の所有の

もとに再生産されることが，良質な労働力のllj:生産と消費元本の合理的利JiJ

すなわち消費手段の節約とを結合している。すなわち，米j自の奴隷制や農奴

制のもとにおけるごとき怠哨な労働とあてがし、扶J古消費手段の浪費とに対比

して，そこに意欲的な労働，労働力の発展，および健全で豊かな生活ーがある。

第 4に，労働力の利用者の側に解雇や採用の自由があり，労働者の側に雇主

をえらぶ自由があるような市場の方式が，労働力の合理的な社会的配分に，
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そのもとでの雇主の側での合理的な剰余生産物取得と労働者の側での自由な

人格的発展:および合理的な消費元木取得のためによいこと。およそこうした

条件のあるとき，労働力商1171とし、う社会的形態規定性はむしろ合理的であ

り，それゆえ必然的なのであって，労働力の尚1171化は無理をともなう，とい

った非歴史的的援はしりぞけられなくてはならないであろう。

いわゆる「賃銀保護J，r契約保護Jの法的規制は，しばしば工場法の一環

とされるがゆえに， [-労働保護Jの他の項目と区別されないでいることが多い

が，これは，労働力niiI日lという社会的形態規定の優位性が切らかになってき

た股史的段階において，自由な1"i労働がそれ以前的な諸労働形態に先祖がえ

りすることを|めぐ， (:お止めの役割を帯びたものであることをみなくてはなら

なし、。"定説度以上の長期の腫傭契約を無効とする「契約保護jは，賃労働

者の人格的[elIBを直接に保護しているものだが，その他，前借金11;IJ度の規制

は，多吉nの貨幣の貸付けから発生する よる賃労働者の人身の束縛を予

|坊ずるものであり，強11ilj)狩金の腕iljljは，賃労働者の財産を抑えてT!i場的流動

の 1~llおを奪うことを予防するものであり，通貨・直接・定期払いの規則は，

労働力の側値を実現した貨幣をもって展開される賃労働者の狭義の生活過程

のlel律性を保障するものであるの i王銀後払いの慣行も，賃銀先取り特権の保

障とあわせて，労働力売買における立労働者の人格の保障という点に由来ーす

ると考えられる。

勤勉に働けば生活が設かになるという労働刺激，そのもとでの社会的労働

生産性の向上と個人の生活水準向上との照応，また I~I 律的な豊かな生活の r:l"

から良質の労働力が:再生産されてくるという関係，そこにおける労働者の欲

望の発展と労働力の質の向上との照応，こうした形であらわれるかぎりでの

労働力商品の合理性，労働力lil1ilrill:という形態の合理性な主張したものが，ス

ミスらの高賃銀論であったと考えられる。 敗戦直前の日本において，大河内

-_.~男教授が絶対主義的労働者観に抗しつつ熱情的に紹介されたスミスの，こ

こに関連する一勾は次のごとくであった。「労働のし、し、報酬は人口増殖を促

すものであるが，それはまた普通の人々の勤勉をも増進するのである。労働
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の賃銀は勤勉の促進剤であって，勤勉はあらゆる他の人間の性質問様，刺激

に応じて向上するものである。生活資料が豊富であれば，それは労働者の体

力を増進する，そして彼の生活がよくなり，晩年には安楽に豊かに暮らすこ

ともできようというような愉快な希望があると，それは彼を勢いづけて，そ

の力を極度に発揮せしめる。それ故に，賃銀の高いところでは，その低いと

ころに比して，職工が活発で勤勉でそして敏活であるのは Jコれわれが常に

見るところであるん∞

こうした牧欲的関係は，しかし限界づきのものであり，かつ事のーltIiにす

ぎない。学説的にみて，スミス的高賃銀論が重商主義的低賃銀論を克服した

のが事実であるとしても，それは現実におし、て低賃銀論者の構想が破れたの

ではなく，むしろその恭本部分が実現してしまったことをいみするであろ

う。すなわち，食うためには賃労働に従事しなくてはならない状態に労働者

を追い込めることによって，独立小商品生産者の労働力を労働力向品に転化

させ，生産者の創り出す11Hi{1庭生産物のうち労働力再生産に要する部分のみを

その似li伯として返却しつつ，蓄積にむけうる余分をすべて資本家の子もとに

剰余価値として残しうるようにさせ，この関部の実現の上にたってスミス的

高賃銀論がありえたであろう。さらに，労働力を自らの生産資本形態として

とりこむ資本の運動が，剰余価値をその規定的目標としている以上，期間lを

限って購入される労働力商品に対して，一方ではできるだけ安価に支払い，

他方ではできるだけ多量の労働力を支出させようとする法則的志向，すなわ

ち方では貧困を介しての労働力の破壊，他方では労働苦を介しての労働

力の破壊への強い法則的傾向性があらわれるであろう c この関係は，一部分.

ロスチャイルドにも認められている。(3)

より労働力尚品に即してさらにみるならば，労働力商品において労働者の

生活が，労働と狭義の生活に区分され，労働が他人のための労働となり，こ

れが自らのための狭義の生活の手段に化している点が問題で、ある。さらに，

I~l らのための生活は，他人のために使用価値を有する労働力をそこで再生産

されねばならぬゆえに，十全に13分のためのものになりえない。
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こうした条件のもとにあってなお，労働者の生活が平均的には安定的に展

開されるのは，次のような股史的背景を念頭におけば理解されうることであ

る。すなわち，生成力の低い社会においては般に労働は狭義の生活のた

めの苦役であり，商訂1生産の発展とともに，自らの労働は地人のための使HJ

仰i飽を生産するものとなっている。この場合，ロスチャイル Fの掲げる「極

限Jの事例が参考になる。すなわち，ある「スペインの村邑の機械修理職人 j

は， r故障で動かなくなった自動車の持主が必死になって，法外な金額を申し

IUても『わたくしは今日必要とするだけはもうかせいでしまいました。』と微

笑しながらのべてそれを指否したんいま一つの極限は， I報酬の率がどんな

ものであるとにかかわりなく，どうあってもかれのなしうる最大限の仕事を

しようとする創造的芸術家J(りである。こうした両極の中間に普通の労働者

があるのであり，彼らは，より豊かな生活のために，いつもよりよい労働力

の支出の機会を探している。

とはいえ，労働が自分のものでなくなり，労働が狭義の生活の手段になる

という関係は，資本11]目的賃労働のもとにおいて次第に進行する O 手段に化し

た労働は，次第に労働色?の本性を発展させる。資本は，賃労働者をして労働

苦をおして労働力を支出せしめる諸体系を発展させる。これはまた，労働苦

を倍加するであろう。(のその A 方において狭義の生活は，一面においては，

労働から切りはなされることにより労働力の再生産を中心にする質実な健全

な性格を失ない，次第に浪費的な IÝFÍ廃的な1!\~ el的なものとなって，労働者の

i無知，野性化，道徳的[1立落Jという形での労働力の破壊を生み，他i単にお

いては，狭義の生活をも労働力商品のidli飽実現に都合のよいような質の労働

力を育成，再生産するための自覚的な努力のj易と化することによって，そこ

に一種の労働苦をも含ませるようになってくるであろう。(6) そこでの緊張を

解消する場は一体どこに求めえょうか。

労働力商品の歴史的限界性は，その主たる側面を，はたして労働力の商品

形態は貧困と労働苦とを克服する可能性を秘めているや否や，あるいはたえ

ず貧困と労働苦とを再現する法則性をもつものであるや否や，を問うことに
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よって明らかとなるであろう。賃銀に関していえば，労働者の消費元本の労

働力価値形態は，内容としての消費元本を十分な質と量において保障しうる

や奈や，ということになろう。だが，労働力商品の歴史的限界性の今一つの

側面，あるいは一つの系として，労働力の商品形態は，労働力の無限の発展

を保障しうるものであるや否や，あるいは労働力の発展を本来的に11lU約する

ものであるや否や，が関われねばならないで、あろう門賃銀に関していえば，

労働者の消費元木の労働力側値形態は，豊かな消費元本の結果としての勤勉

な労働を永久に保障しつづけられるものであるや否や，ということになろ

う。

かつてスミス的高賃銀論を熱情こめて主張された大河内一男教授は， 11本

経済の「高度成長一!と「大学紛争Jを経たのちの新著『賃銀Jにおいて，や

やベシミスティックな叙述をされている。すなわち， rw働く意欲』の問題J

と題された一節において次のように論旨を展開されるの itJt帯の消費欲盟Jの

膨張が「実質賃銀の1:::昇率を:1:-.1"1る!と食間感が生ずるが，これは「社会の

発展jがつねにとる方向であり，よいことであるつそれが働く意欲をかきた

てるからである。しかし貧閣意識がこうした健全さを失う場合がある。第

ーには「消費ブ…ム jその他で貧困意識が外からも bこまれ，それが「賃銀

インフレ!を誘発したり，経[済存のノパくランスある T汚丙可写‘生E産i~を切りくず

ある ο 第二は，分配本のと限がほぼきまりい「家計の中の側々の費目が……

i世帯の外に社会的施設ないし制度として社会化され 1，r自分がどんなに刻苦

精励してみたところで，これに応ずる生活の膨張はありえないことが，ほぼ

見きわめがつくと，そこで食悶意識も生じなくなるが，人間としての『働く

意欲』とも言うべきものも停止してしまう j ときであるっ日本でも， lつくら

れた『消費ブーム』と『余暇』の魔術のなかで，・・・…すでに精神的な『働く

意欲』の停滞がはじ iまっている。(7)

大河内教授は，あるべき高能率高賃銀の関係に生じた危機を意、識されつ

つ，あくまでも， r高い賃銀を求めてやまない近代的労働者は，つねにその前

提として旺盛な『働く意欲』をもっていなければならず，アダム・スミスの
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『労苦と'自'析』を I~I 分の賞務と考える態の人間で、なければなるま Lリ(8) とさ

れる。そして，危機をもたらした背景を， Iできるだけ人間にとっての『苦痛』

である『労働』をさけ， W快楽』を筏大にすることが人間として望ましい生き

方だ iとするベンタム的功利思想の上に苛賃銀，社会保障，大衆余暇社会

的状況が重なり会ったこと，とみられるのである。川大河内教授の提出され

る危機克服の処方護は，だがあくまでも労働力商品の形態の内部にあるとこ

ろの，適度の所得政策と職務給導入である。(10)

大河内教授がするどく提恕された問題は，本当は，労働力商1511とし、う社会

的形態の限界の問題であろう。ベンタム的功利思想は，この場合には，他人

のための労働を，自分のための狭義の生活の手段，必要思とする社会的現実

の反映であり，大衆余暇社会的状況とは，労働を他人のための労働として喰

いちぎられて無目的化し，野性化した狭義の生活であり，総じて，労働力商

品という基本的社会関係の矛盾の， I経済成長J期的現象の-っとしての，怠

情と紛廃的j良資の結合であろう。

〔ミロ:J (1) れi附iH労働力のlllIi他のフ:在性と仮象11，JIr;jl:大経済学研究J第17宅金 約

1号参照

(2) スミメ『悶E言論J大内訳 (1) 162~t 

大河内一男『スミスとリスト J 新!阪選fVF ;(I~ UJ; 3巻 258瓦

(:>) ロスチャイルド 賃金問題研究会訳『現代賃金論入門JJ72-73京

(4) I可前 64頁

(5) tll惜 r賃労働のJ!l1論Jll!i紀者E号、白:~} 2章 第3節参J!1日

(6) I大学紛争」は，労働力の自由な発展の場であり，余i較のlii由な利用の

J~であった大宇が背役の場となっていたことを切らかにした。

(7) 大河内一男『賃金!JU 有斐閣 281-288双

(8) liiLl:: 287頁

(9) 11iJ上 286京

(1C) I可上 197， 347~ 

盟 労働力の市場価値について
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労働力自品の価値の質的・量的規定は，前民jの考察をも背景にしながら.

まず，単終小家族を基本単位とする世帯の必要生活手段量をもって，さらに

その世，借が，1Yi~準的生活様式のもとで標準的な生活水準を保持しつづけられ

るよう商品の消費水準を保障する量の必要生活手段の価値をもって与えられ

るであろう。そのさい，もちろんのことであるが，労働力が平均的にみてそ

のもとで量質をともに維持しつつ現実的に再生産されうる生活水準が念頭に

おかれていなくてはならない。仰とはいえ，ここから現実の賃銀まではあま

りに遠いというほかはなく，したがって設銀論展開の試みの多くは，労働力

の価値の質的・量的規定の具体化の方途を求めたのであった。

その第一歩は，社会的総労働力の一分肢としての労働力が，具体的には，

必ずしも均質の，無差別の，同質の労働力なのではなく，支出さるべき具体

的有用労働の相違に多かれ少かれ関連しつつ，相異なる様々の質を有すると

いう点に蒼眼することであった勺この点は，しかし，古村励教授においては，

「労働力一般というのは，常に何らかの具体的有用労働を遂行している，現

実に存在するF主体的な労働力(たとえば旋盤工とか紡績工とか〉の共通側i由i

以外の何ものでもない。現実に存夜ずる労働力は，常に何らかの具体的有Jll

労働を遂行する，具体的な労働力だけである oJ i現実に存在する労働力が，

何らかの有用労働を遂行するよし体的労働力であり， しかも『多様な門・科・

種・ llli額・変種を異にする有用的諸労働力のー総体一一一つの社会的分業』

のいずれか一つに位置する労働力である。 1(2)という理論にまで展開した。

こうした考え方に対し，筆者は， I人間的労働力は具体的有用労働ごとに異

質であるとするのは，マルクスの価値論の端初と矛盾する 1(:りとして，批判的

な立場をとってきた。社会的総労働力が，具体的に社会的分業のあれこれの

部門に配分されてゆくときには，同じ一般伎の労働力が随時あれこれの部門

に配分されてあれこれの具体的有用労働を支出するのであって，とくに資本

制的な商品生産においては，各部門に配分された各労働力がそこに国定し，

身分として骨化し，その上で相異なる労働を長期につづけることから諸労働

力がそれぞれ相異なる労働力に生成するといった方向性は弱L、であろう，と
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;考えるからである。古村教授は，先の引用文の 14'1に，多係な「有用(!!:J ~i苦労働

力のー総f本一一一ーの社会的分業j と脅かれているが，マルクスの場合には，

多様な「有用的諸労働の.~.総体一一一ーの社会的分業J としているのであり，

この点は，筆者にとっては，簡単に労働を労働力にかきかえてはL、けないこ

とに忠われるのである。同・の労働力が，様々な具体的有用労働を支出する

のである。

とはいえ，具体的有用労働の種類によっては，その労働の支出のためには

労働力のある特殊的発達を要する放に，その労働のための労働力の市場が統

一的な国民的労働市場の内部に亜労働市場として相対的に分立するもののあ

ることはみとめられるの特殊的発述を要しない簡単e労働のための労働市場

は，そのうちに多くの種組のJ1体的有)IJ労働を含みながら，統一的なものと

してある。特殊な熟練を要する複雑労働のための労働市場は，より少数の具

体的有用労働を含みつつ，特殊なIfE労働市場としてある。特殊な労働fiiJ!!きが，

統一的労働市場のうちに包まれる斑労働市場で‘あるゆえんは，夜来fE労働力

も，その特殊な発)ili会除外した|役りでは，基礎において簡単な労働力だから

である。労働力の特殊的発注の程度の i:~j~ 、 llE労働市場ほど，そのうちに含む

J主体的有m労働の種類は少く， fl:;#令i生の純聞は狭い。(4)

このように，斑労働市場の分交をみとめると，当然に，I!E労働市場ごとの

労働力の価値の;量的規定性の1'lj混合認、めなくてはならない。特殊的発達の程

度のちがし、は，労働力{flli能の構成部分のーったる発達究部分に，直接に差異

をもたらすであろうし，さらに .1医労働市場の分立は，相互のあいだで賃労

働者たちの平均的，ないし標準的生活様式，生活水準の若干の差異?をも同定

さぜるであろうのこれは，職種別賃銀格差の第一の基礎である。社会的総労

働力の諸部門への分割がEJ!.想的平均において行なわれず，現実に述成された

労働力の特殊的発述が利用されずに，複雑労働力が簡単労働力の市場にある

とすると，そこにおいては，労働力の側偵の一部を構成すべきはずであった

発達費は社会的に?:;g費となる。(めこれは労働者‘の窮乏化のー契機で、ある。

複雑労働力の育成は，労働市場に規1Mされた附力r1的過程として展開され
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る。特殊な熟練の形成は，熟練を獲得すべき労働者の修業とこれを助成する

先議・教師の教育との結合によってなされる 修業・教育は広義における人

間的労働力の支出をつうじてなされる L，修業・教育の活動のなされる期

間，労働者本人および助成する教師は一定の生活水準のもとに生活しなくて

はならず，これには相応する必要生活手段高品を要するであろう。どの程度

の「人間的労働力の支出j と，どの程度の必要生活手段を要するかは，労働

市場一般における労働力支出状態と，必要生活手段商品の消費状態に照応し

て決まるであろう。修業労働者と先輩・教師労働者の「潜在搾取率Jは，簡

単労働の搾取率によって規制されるであろう。(5)

斑労働市場ごとに成立する労働力のfilli飽という意味で，いま労働力の市場

価値を考えることにしよう。これはおそらく竹 1:1:1恵美子教授の用語法に近

い。吉村教授はこれを「具体的な労働力の価値j とされ， ド山房雄助教授は

これを「複層的労働力価値J とされているのが，市場ごとに 12<~5J1Jされて存在

するという質的規定においても，次に考えなくてはならぬj量的組定において

も，市場の諮が入った方がよいように忠、われる。

そこで，労働力の市場倒的の量的規定性であるが，これは， iその市場の労

働力群のWUJIJ佃IIimの加東平均Jとする竹中説に呉存はないの下山説もこれと

同じと考えられる。(8) ところで下山助教授は，キ1=1異なる{llil別的価値をもっ労

働力商品に社会的側値が成立するさいの量的関係を力11重平均をもって例解さ

れたのちに，筆者の考え方をもってして社会的{ilnfu在形成を説明できるかどう

かに疑問を話された。筆者の考えによれば，あるJIti労働市場内にある!I，lij別的

労働力の íl，~il別的価値は，その市場内にある平均的労働者の生活1菜式からの術

主主で、あり，逆に市J易自lIifl践は，生活様式の点からみてパラッキをもった{181別的

倒的[の力11霊平均として与えられることになる。

竹中教授は， I労働力の個別的価値をいかに把揮するかJ，と問題をたてら

れ‘つぎに， I労働力の個別的価値規定に入り込む要素は.労働力の発達費の

ちがし、と， 労働力の自然的差異に集約される 1，とのべられる。別の個所で

は， I入り込みうる要素は……だけである」と強調されている。川「自然的差
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のことはい£らく措いて，ごつしかない要素の…つに

をおいたのはどうであろうか。特殊的発達の方向，
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のちがしづ

る労働力

についてみたのであるから，発達紫にちがし、があっても，大きい設でありえ

いうならば，本人誌の部分についても繁総授につい

てもその差をのベて然るべきであろう。これをいわないのは，各互主労!効ill"場

相互間の労磁力市場filliil直差のi笥題と，若手1Il.i労働市場内部の労liI迫力市場fi/fi越の

とか，充分にほ別されていないことに由来するので、はある

まし、か。

i叩労{動力の自 ここでは，労i動力の性別・ の

の鱒XiU的締砲の慈異としてとらえる，という問題である。

筆者は，男子労{効力と女子労j効力が，あるいは成熟労働力と米成熟労働力が，

して自らさY再生議することなどありえないのであり，これ

された労働力は倍々に労働力再生成の取ら主令様成しえなし、J;U.は，それぞ

れは労働力の術的をいうの法誤りである，とのべたつまた，筆者は，労i効力

々のf"~!成要素から}えっており，そのいみだは災体礎をもって好

奇ftずることが可能であり，性別・年齢3誌に分離された労1効力は，短期的には

るゆえに、 i分割された労{効力の仙台立jが労機

カの銭格言?sえ'r1J1Jすることがありうる，とのぺた。再度この点に震って考えて

も，…般に市場悩誌の説が，生室長灸待つを興じいr-."Q蔀112の綴部的価(肢から社

会的誌の導出にかかるものであり， f生部・成熟議加に労働力の生主主条件の

、がたい。しかし，市場制蝦を市場部絡の基礎と

えるかぎりはヨナされた労liめカの締続!とう5-fl効カ との関連いか

っているの

労働力の佃i飽分訴は，これもその繋的規定性の()l，l)両と長約混定自の側面と

にわけで考察されなくてはなるまいο 三とず、前者についてみると，

をや心とする世帯からお発して，その構成長のだれとだれの鴎で髄鰻が分割

されるかの開題がまずある。主主村務教授は.成年と児議とのi笥で分割された

初期的なものと，成年男子および成年女子との揺で分認される今問主きなもの
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の!玄別を想定され.I価値分割の形態が変化」したとされている。(10) 次に，

その労働力を販売した世帯の構成員が，依然として共通する批計?を構成する

か，分裂してより小なる単位を短期的なものとして作るかの問題がある。未

成熟労働力の販売は減ったが，若年労働者の単身位帯化の進んでいるのが今

日的特徴であろう。「価値分割の量的規定性」について，下山房雄助教授は，

これを否定する内海義夫教授を批判しつつ，男女の扶養負担の慣習差，男女

の生活欲望の大きさの差から，男子により大きく，女子により小さい比率で

分割される必然性をのべておられる。(11)価値分割の量的規定性は，同一使月1

価値を大量に生蔵するある生産部門において.一個の商品の価値の大いさは，

生産された総価値生産物の比例的分割分に等しい，というように，しかく簡

単にはいえないであろう。その意味では，一義的に規定できない，といえるの

とはいえ，現に行なわれる価値分割を説明しなくてはならない。性別・年齢

別の必要カロリー量の相違といった生理的事情も無視できないであろう。が，

最も大きい要悶として，最後の共同体としての社惜の1:1:1に受けつがれている

家父長11;IJ の強弱があるであろう。比較的 l止帯が大きく，かつ家父長制の強t~ 、

ときには，男子の扶養責任は大きく，かつ，家!炭員の生活慾fEは家父に比し

て小さいものにおしとど、められるであろう。そうしたところでは，まさに口

ベらし的賃銀，一人分の必要生活手段をさえ泌jしえないような賃銀を基礎づ

ける労働力{itli憶の分割分が女子や児童に割り振られるであろう。これは対し

て，子女が単身世帯として分離する傾向がつよまり，家父の権力が弱まるに

つれて，扶養責任は家族員に次第に等しく分担される方向へ，生活慾望の絡

差が縮少するブ1]loJへと進み，分割された価値分の量的規定性は，次第に持i純

化するであろう。

もともと労働力の f~1 然的相違は， 1~1 然発生的分業の基礎となっていた。共

同体的な結合を維持しながら，性別・成熟度別の労働力の質的相違が活用さ

れていた。労働力の価飽分割が労働者家族の共同体的結合を掘りくずしつつ

も，しかし共同体的結合の態様そのものが価値分割の量的規定性を制約して

いるかぎりでは，労働力商品の労働市場をつうずる社会的担分のなかに弘，



賃銀論展開における諮潔について 荒叉 (303) 45 

自然発生的分業が形をかえつつ長期に残存することになるであろう。すなわ

ち，男女別，成熟度別に盟労働市場が分立するということが続くであろう。

換言すれば，共同体的な自然発生的分業が，労働市場の形式をとって存続す

るであろう。これを基礎づけるのは， 一方では労働力の自然的柏違が労働力

B;ij，¥:，'，の使用価値の相違となってあらわれうるという:>:]i:情であり，他方では労

働力商品の価値がこの場合には分割された労働力の師値として男女別・成熟

度別に異なった量としてあらわれるうるという事情である。

しかし商品経済の全[倒的普及を条件とする自自伝託労働のもとにおいて

は，前11寺代からうけつがれる自然発生的分業は，労働市場の形式をとってし

か存続しえぬであろうし，その場合には，生産力的基礎からみても，労働力

の自然的相違は次第に重要性を失なうであろう。また，労働力の価値分割は，

労働者家政における家父長制の弱化の条件となり，労働力の価値分割の量的

規定性を単純化してゆき，労働力の!rllîfIÎ[ の聞からもその L~然I'i'~*日連の意義を

減少せしめるであろう。そうして，資本の側の主導による〆イリュージョン

や，婦人労働者の側からする女子の入りうる職種紘大のJill動，同一労働同一

白銀の要求などが，労働市場の形式のもとに存続する自然発生的分業の克服

の方向を推し進めるであろう。

「分割された労働力の1Il!i他jの設が，先にみた労働力の{161J}IJ (I'~ iil!i fi点差とな

らんで労働力の市場価値形成に参与することをみとめると，その先にここで

とくにのべなくてはならぬこともなくなる。「労働力の白然的差異にもとづ

く階閥的構造……は，具体的労働の多様性にもとづく賠層的構造の中に吸収

され，統一されるい「未成熟労働力や婦人労働力が採用され，それらの労働

力である7部門(11哉能〉の労(動が，一1-う上にまかないうるとすれば，・・・ーここで

の労働力の比重は，未成熟または婦人労働力に傾き，したがってその平均労

働力の制値(市場価値一荒叉〉は，しだいに伺-人労働力または未成熟労働力

(に分割された労働力{illi値部分一荒又〉に近づくのである。J12)

労働力の市場{Jlliflf包の立場よりすれば，労働力の倒別的自lIi飽および分割され

た労働力fitli依部分の平均よりの偏奇において，これがプラスの方向にあれば，
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当然、そこに何らかの生活苦を発生させるであろう。そしてこれは一部分は窮

乏化の契機となるであろう。ところで小川登氏は，地代論との関連において，

労働力高品は相対的過剰人口の圧力のもとにつねにその市場価値を最低の 11，~1

別的lillifl自の水準に成立せしめる傾向があり，かくて「マイナスのJ虚{為の社

会的価値を成立させる傾向があると論ぜられる。そしてこれをもっていわゆ

る窮乏化論における「価値以下説」を擁護せんとされている。(I:l)だが，労働

力の市場価値が最低の11日別的lufi{1自で、あるほどに市場iilli{lgそのものが具体的な

賃労働者の生活から離れたときに，たとえ生活難という緊張をはらみつつと

はいえ，賃労働者の生活j品程のなかで弾力的に吸収しつくせるものであろう

か。もちろん吸収できない部分から最終的な労働力破壊がおこるわけだし，

それがあって埋論的になりたたないわけでもないが， ilil易価格論においてで

はなく，市場価値論で直ちにここまで一般化することには賛成しかねる。

労働力の価格がiif純白以下に低下することのJA論的可能性を筆者はみとめる

し (14) またこれが窮乏化の主要なー契機であることもみとめるが，一見，労

HlIJ力商品におけるマイナスの虚偽の社会的価値と農政物におけるプラスのそ

れとが量的にも対応することを言わなくてはならなくなりかねなし、構組には

賛成しがたい。地代は，剰余価値の社会的再配分の問題であって，労働力か

らの超過搾取ないし収奪の問題ではないし，労働者の窮乏化は，抽象的な剰

余価飽生産法WJで説明しつくされるものではないとしても，やはりそこから

説明されなくてはならない。以前にも触れたように，総lilfi他出総lifli格は物([':)

生産物の商品についてのみ成りたてばそれで充分なのである。なぜなれば，

労働力向lfhの価値は必要生活手段商品のliHi値なのであるから。

(;tl:) (1) 担H~告í: r賃労働の理論~ tn 3意参!ね

(2) 吉村励 F現代の賃金)!!Hi((U11-12瓦

(3) 折1¥著前}{i¥書 132頁

い)チi

竹中恵美子前渇書 8京

担11若前掲誉 130頁

(5) 吉村励 iiiTmm52又
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(6) 割i附~ I複雑労働の簡単労働への還元問/閣に関する一試論Jr経済評論』

1962年 6月号 159}'{ 

(7) 吉村励前掲書

竹中恵美子 ]ÌÍjjj;ì1出 58:r~

下 IJI房t\1{~ I労働市場と賃金J ~"講膝賃金論Jl t{q 巻 J58J可

(8) 竹1:1:t)i!!美子 jjiHu¥書 76J!i: 

Fはl房雄前崎論文 153頁

(9) 竹中恵美子 jiij掲書 70-7U'l: 249瓦

(l(l吉村励『現代の賃金問題"ij54ft， 56fT 

(11) 下山房まff~ li日掲論文 159-160頁

(12) l'町村励「現代の賃金主11論Jl20叉

日3) 小川 主主「賃金論の平均!京恐!と限界阪)11!J ij"経済討稲川 1968"!".2月号

(J4) 111¥者 jiiIli;)il} zn 3 J者参照

lV 労働力の市場{1m格について

ここでは，まず第一に，労働力の市場{ilIi絡をそのi¥j)易価値に引きつける力

としての相対的過剰人口が問題とされる。これは，宇野弘蔵教授によって，

資本による労働力商品の間接的生産といわれたものである。資本にとっての

労働力の特殊的使用{I日i伯は剰余価値の生産なのであり，これを危険にするほ

どの労働力市場価絡の高騰は，いわゆる労働節約的生産方法の採用，労働力

の労働手段による置き換え，を刺激する。これは，まわりまわって労働生産

力の向 iニとなる。資本どうしの製品市場における競争が一定\)l~度において労

働生産力の向上を刺激するように，ここでも剰余{j![j倍率をめぐる賃労働者ーと

資本家の競争が一定限度に土品、て労働生産力の向上を刺激する。しかし，そ

れが剰余llHi艇を追求する資本の主導ドにあるかぎり，労働力の市場制格のそ

の{jllifll~への，さらにそれ以ドへの，切り下げとしてあらわれる。労働力の市

場価格のその市場価値以下への切り下げが限度を越すと，賃労働者の労働意

欲衷失，肉体的弱化からはじまる労働力破壊をひきおこし，さらには彼らの

社会的叛乱にまでみちびき，いつかは剰余価値生産を危機においこめるであ

ろう。
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労働力の市場価値を中心とする労働力の市場価格の変動は，周知のように

資本家と賃労働者聞の，資本家相互間の，および賃労働者相互間の競争，い

わゆる「三面競争Jの状態によって決まるであろう。その際，決定される市

場価格の水準を説明するために，労働力商品の購買者と販売者の労働力商品

に対してもつ主観的限界価格の分布を云々することは一定の効果をもつであ

ろう。というのは，市場{Jl日植の周辺に撒布されているそれら主観的限界価格

は，ある程度，労働力高!日の偶別的価偵〈および、1!<'ilJJIJ的価値分割分〕に照応

するであろうからである。とはいえ‘主観的(iIIIi院は完全に倒JJIJ的{illiu@:にJ¥!(.JI'.;

するものではなかろうし，さらに，競争の条件の変化によって， 11寺系列1'1''.1に

みた;場合に大きな変動を示すであろう。

労働力商品をめぐる売手と貿手の競争は，一方は常に売手であり，他方は

常に買手である点に特徴があった。そして，これは双方のそれぞれが階級的

に立場を具にすることを示すものであった。また，賃労働者は，自己の労働

力を特定の資本家に対し売る売らぬを決定する I~I El:lをもっとしても， liJi:iに

だれかに売らなくてはならぬ，という点で全資本家階級に従属しており，資

本家階級は，全体として，賃労働者たちの総労働力をあるいみで「所有Jし

ているともいえた。この本質的関係は， [三面i競争」が入りくんだ分子的競争

を呈している限り顕花化しない。賃労働者たちのストライキが~Il寺的に設労

働者間の競争を停止するとき，この水質的関係は瞬間的にあらわになるにと

どまる O とはいえ， I三国競争」の中においても，資本家と賃労働者の意識的

な活動がつよまるとともに，資本家相互の競争，および賃労働者相互の競争

は，資本家と賃労働者との競争に従属するものとなる。すなわち，資本家は，

I~l 分たち相互の競争をできるだけ』停止し， /I.JI時に賃労働者たち相:庄の競争を

外から促進することをとおして，民労働者と競争する。逆に賃労働者は， I~ 1 

分たち相互の競争をできるだけ停止し，同時に資本家たち相互の競争を促進

することをとおして，資本家と競争する。かくて， i三両競争jは次第に階級

闘争を顕在化する傾向をはらんでいる。

労働力の市場価格をめぐる資本制的国家の政筑は， fìIlî格決定を労働市場 O~
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機能の自由な発揮のなかで行なわしめることが中心課題であろう。しかし，

それは，労働市場をつうじて，労働力商品の師fi直実現と労働力商品の使用価

傾実現(すなわち剰余{fni他生産〉が妥当な範閉で、行なわれる，との内容をも

っ場合に限るであろう。そうでないならば，そこでは労働1'11:場の形式そのも

のの妥当性が向い直されるからである。自由な労働市場が必ずしも労働力商

品の使用{uli値実現を保博しなかった初期資木主義においては，したがって IJ

rl:J な労働市場の形式の妥当とされる限度としての最高賃銀制があらわれた

し，反対に， l'lalな労働市場が必ずしも労働力商品の妥当な11m腕実現を保障

しなくなった独占資本主義時代には，これに憤激した賃労働者たちが労働市

場の形式に全前i的不信をもつようにならぬよう， fllIlな労働市場の妥当な限

度としての最低賃銀flilJがあらわれるのである。労働市場の形式を維持しなが

らも，その 11 1に強力な I~zj約賃銀が診透してくるや， I詩家権力はこれをj;U長統

訪IHこかえてゆこうとする。 fi労働者ーたちは，そこにおいては，大きくは労働

1/1 J坊の形式の'1'1にJよかれながら， しかも労働力ImMIの使用ufliMf実現度に立任

をもたされる。

さて， I!II主!な競争の作用の成果は斗わ-{rlliの法!tIJの適用される世界だとい

われる。市場が全く均質であり，したがって競争に-切の摩燃が存在しない

ところではそうであろう。しかし，現実の市場はそのうちに何らかの非均質

性を含むのであり，したがって降燃が発生するのであり，均質化への傾向を

もたらしながら部分的賂11?を克服していくのが， JJt)~の競争の姿であるとい

うべきであろう。こうして見たとき，若干ーの非均質性を佃i絡の格差をもって

吸収しつつ，全体を質的統一にもたらそうとする力，すなわち， -{iIIiではな

く若一干の{iIIi格差， も1::1EEIな競争の臨有の本性というべきであろう。こうして

みたとき，市場内の摩僚には，それが壌となって内部に班市場を梅!えするほ

どのものと，さほどでもないものとの1;;<:別があるであろう。

こうした問題が論議されるさい，しばしばアダム・スミスが想起されて，

そのいわゆる「純利益均等の原則Jが云々される。しかし，スミスが『諸国

民の宿』第 1 抗告~107f.~第 1 f滑にかかげたいくつかの、n情は，それぞれに区別
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されて吟味されなくてはならぬように考えられる。たとえば第 1の事情とし

てあげられている職業の快・不快は，これが簡単労働の中に含まれたこつの

職業の比較であるかぎりは，労働力の市場{尚徳差などのごとき根拠をもっ労

働力価格差をもたらすものとはいえぬのであって，価値差にまで回定せぬ摩

燃を競争が価格差をもって克服するもの，といえるでで、あろう丸。こjれ1に対して

第2の4小1>1作情作情号としてあけげεられた習得の更刻難(世t易' 習f何得守与‘型費tの大d小、は， これは労働力の

市場価値の差をもたらすものといえよう。さらに，スミスはあげていないが，

日本の労働fli場研究において技団されているところの，簡単労働市場内部の

複合的構造がある。すなわち，一般にある具体的有用労働に従事することは，

そのこと自身の刺激によって労働力をその労働に適応させ，若干の発展をも

たらす。それゆえ，簡単労働市場内部を考えても，職種の転換にはある摩燃

が伴なう。したがって，労働力のi綴業的配分を労働市場の形式をとおして変

更しようとする場合には，この摩擦を克服するためのものとしての価格差を

発生させなくてはならない。しかし，この場合には，摩際の基礎は労働力の

{1m値差にまでは悶定されていないであろう。職業別のいくつかのグループ

は，この場合，次亜労働市場とでも名づけるべきものであろう。

諸!lli労働!li場および諸次亜労働市場をうちに含む総体としての労働市場に

おける競争は，大まかにいえば，井村教授の指摘するように， I同一市場にお

ける労働力の価格の均等化と，異なる市場開における諸価格の差が労働力の

姉値の差に対応する傾向jCりをもたらす。しかし，また同じく井村教授の指

摘するように， I労働者聞の競争，産業予備軍の圧迫といっても，その程度は

決して一様ではない。下層といわれる低廉な単純労働の分野では，労働者向

の競争はもっとも激しく，予備軍のI'E力ももっとも直接的で、あって，そこで

は労{効力の{ffli格がUlliM[以下にEI了lごされる傾向ももっともいちじるしいで

あろう。

簡単労働力の市場における労働者間競争のはげしさは，複雑労働力への育

成の道をとおして複雑労{動力の市場へもやはり波及する。すると，復雑労働

力の価値が一部実現しないことが起る。しかし，これが複雑労働力育成への
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刺激を失う程になっては資本家と賃労働者の競争条件に影響する。ある価格

差が維持されるかぎりは，資本にとって過多な複雑労働力の育成がおこる。

育成の門を狭く限定することにより，複雑労働力商品の量を調整しようとす

るならば，労働市場内部の階層的亜労働市場鮮は…種の身分制の}王子現となり，

労働市場という形式との矛扇をきたす。しかも，それは，複雑労働力市場を

労働者間競争排除の足がかりとしようとする賃労働者の労働市場対策に利を

与えることになる。

資本家は， r三耐競争」において資本が有利な簡単労働力のl市場を拠点とし

て，労働市場の構造fJ体に働きかける。すなわち，労働市場の全体を簡単労

働力の市場に均質化することにより，賃労働者間の競争を激化しようとする

のである。そのために，一方では生産行程の技術的性格を変化させることに

より，復刻L労働を不mにしてゆく。他方では複雑労働力の育成を合理化し(徒

弟期間のfliIJlilzt，学校制度のJJl;::;I;::)，簡単労働力と彼雑労働力の11l1i値差を縮小

し，さらには育成;伎の一郎を社会化することにより， fi闘機差の基礎となる flfli

{~t[差を縮小してゆく。

ところが，より広範聞な労働市場のi二1'1におかれ，より激しい仲間労働者と

の競争にさらされることになった賃労働者たちは，より高度な団結を求め

る。すなわち，広範で、均質的な労働市場を足がかりとして，つまり，均質的

な，したがって競争激化の条件であったものを，逆に均質的なるがゆえに，

より強度な団結の条件として利用することによって，資本家に立ちむかうこ

とになる。資本家は，均質化していく労働市場が，むしろ労働組合的団結を

つよめるとみるや，あたらしい r-mI労働市場Jを積極的にっくり出そうとす

る。すなわち，赤岡功氏の表現によれば，資本家は，混実には労働市場の統

・をおしすすめながら，これを「潜在的労働市場Jの状態にとどめ.r統ーし

た労働市場が表面化しないように，労働市場の分断をはかるjのである。刊

現実にはわずかの摩際しか発生させない労働市場内の竺少の非均質要IZSIは，

誇張されて労働市場分断の理由づけに利用される。そのいみで，ここで現実

的には統イl句な労働市場から，分断されて孤立化された諸「労働市場Jを「疑
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労働市場Jと名づけておきたい。賃労働者聞の競争は，これら挺労働市場開

に，あるいは旋労働市場開における流動に，維持され，かつ触発される。こ

の競争形態は，一般商品市場において，品質の嬰少な差別jを誇張しつつ行な

われる I- ;J l~価格競争J. チエンパレンIY:J競争，の段階に比定されうるものとい

えよう。

Illi労働市場，次Illi労働市場，疑労働市場ごとに成立する労働力価格の相違

は，次節で触れる労働の価格成立に由来する賃銀収入のit!過とあわせて， iミ

@H格差としてあらわれる。さまざまな賃銀格差の総体が，賃銀構造として把

揮されている。これは，賃銀現象の総括的把握の寸国であって，いわゆる t

l句の結果としても扱いうるし，また現象分析の出発点ととしても扱いうるで

あろう。ここでは，諸々の賃銀諸格差は，労働力の価値差に由来するもの(た

とえば育成貨のちがい，地域ごとの生活様式のちがし、など). {flliil随分割の形態

に由来するもの，労働力のiJJJi値義にまでは閤定しない労働市場内の摩際にItl

71とするもの，資本のっくり出す凝労働市場に由来するもの，労働組合の力の

及ぶ範聞の不均等性や，資本の~Wの譲歩余力の差に白米ずるもの，のちにみ

るような労働の{i刑務の成立に由来するものなどに分析されなくてはならぬこ

とを今一度確認したい。日本的な年功賃銀も，賃銀構造としてみた場合には，

強度の「企業別J疑労働市場の発展および年功による若干の技能向上傾向に

支えられた労働力価値分割の特殊形態といえよう。

賃銀構造に包含されている諾賃銀栴差は，さまざまな指標により獄別され

うるものであるとしても，最終的には，標準労働日の労働力を支出した個別

の賃労働者にとって実現される労働力の様々な師格の分布，その賃労働者の

労働力の有する諸Jm'l生の如何にかかわらず，およそ様々のj]IL次Illi，疑労働

Ifi場をうちに含む全体としての労働市場の中にある労働力商品の{iIIi格実境の

分布である。この総体的な分布状態から直接えられる賃銀絡差と平均的な賃

銀の水準との関係如何の問題がある。この点については，一般に平均的な託

銀水準すなわち労働力の平均的な市場価格が低いほど，託銀格差すなわち側

別的労働力のTtnあ{llIi絡の平均水準からの偏設が大きいといえるであろう。JIl!
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出は，第 lに，労働力の1'13:¥易ilHi格の低さとは，その市場価値に対するi'l:l対日担

保で詰;味をもつが，労働力の荷.生ilifの単位が小家族てと中心とするlli:帯である

以上，市場filli格の低下‘は労働市場のあらゆる部分に平均的に進むわけーにはゆ

かず，労働力のfm凶立の質料的内容に基礎をもつもろもろの可能性を媒介しな

ければならないであろうから，(りその場合には偏差の拡大を伴なわずにはい

られないであろうし，また，資本が賃労働者の仁1:'に何らか自らの社会的支柱

を残そうとするかぎり，一部分に労働力の師儲を大きく下まわることのない

労働力の市場師格が瓶存されなくてはならないであろうからである。第 2

に，もともと賃労働は飢えによる強11jljを労働への最終的刺激として自らの背

後にかくしているのだが，賃銀の仁1::1にもこの関係が惨透し，資本は労働市場

の"1ご?で最も資本家側に有利な部分において労働力の市場価格念切り下げ，そ

の部分において有利な剰余価純生産を確保するのみならず，賃労働者の中に

その部分からはい出そうとする，あるいはその部分に落ち込むまいとする競

争を激発させることによって，労働市場全体にわたる労働者間競争の激化を

導きIUそうとするのであるから，格差の大なることは，労働者間競4f'の激し

さを介して労働力の低市場。Ili格，賃銀水準の低さとつながるであろう (5)

〔設J(1) チi二村存代子「賃金十九援の分析視角J Ir経済評論~ 1959{f.l1月号 168f{ 

(2) 間前 169頁

(3) 赤i河 功「企業と労働市場 j 京大『経済論議~ :rn03宅金 ð(~ 6号 29Jf{ 

同「労働市場の形成要悶についてj京大『経済論議』第106';'会 第5号

4京

(4) 拙者『賃労働の理論~ ~') 31者 参!!ii

(5) 1"大1~I;i賃上げJ か「横断資本J かの論争は，賃銀水j鮮と資銀総主主との関

係についての理解の仕方Tこ関述していた。

V 労働の IIlli格について

「ブ、ノレジョア社会の表面では，労働者の賃銀は労働の側格・・・…として現象

するJ0 (りこれは，労働力商品の対価の前払いが，賃労働者に対する買手たる
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資本の側からの人格的支配を発生させやすいことから，労働力の価格は後払

い方式で、支払われるのが原則となるという，すでに労働力の価値についての

節でのベた1訓育を直接の出発点とし，資本が剰余{Illi偵の生産を確災ならしめ

るために，労働力の{liIi格と労働力の支出状態との間に，したがって本質的に

は，労働力の価値を示す量とその労働力の支出による価値生産物の量との関

に，直接的な比率の関係を設定したときに成立する。この比~#sは，したがっ

て粥余価値不と不可分である。価値生産物を v十mで、あらわすと，剰余価値

相手であるに対して，労働の価格は，単位労働当りd五となるからであ

る。とはいえ，本質的な関係の量的規定性が直接に現象することはないので，

v+mは具体的有用労働の支出時間あるいはその対象化されたものたる出来

高で表現されており vは貨幣量:であらわされている。

こうした労働の価格は，各労働市場における労働力市場価格の均等化を前

提とし，そこにおける均等化をさらに労働の価格の均等化にまで深化するこ

とによって成立する。均等な労働力出場侃ti格は，均等な労働のIilIT絡のもとで

均等に労働力の支出をなすならば均等役買$R収入が保博される，というよう

に深化するのであるのこれは単純に平等といってよいことではない今限目は，

均等性が深化することによって賃労働者間の競~:fl が深化することである。す

なわち，労働力の支出土器大はさしあたり，その制JJI1IY:I賃労働者の収入を増

大させるのであり，また悩別的な労働力の高生産性は，その当の個別的賃労

働者の収入を増大させるのである。したがって倒々の賃労働者は，労働者間

の競争を激化させることによって自己の収入を噌加させようとする。競争の

激化は，しかし，労働力の市場価格を低下させる力として働くべつまり悩々

の賃労働者たちは，自らの収入を土佐大させるべく努力することによって，か

えって平均的労働力市場価格を低下させるよう努力する結果となる。賃労働

者間の競争は，ここでは，生産現場へと深化する。

労働の価格の形式は，労働力の対価たる賃銀を労働力の支出程度に，ある

いは個別的な労働力の生産性にリンクさせることにより，剰余佃i健生産を安

定させるものであった。とくに，個別的な労働力の生産性にリンクさせるこ
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とにより，一定限度において労働力の価格と労働生産性との並行的噌大を保

証するものであった。労働の印li絡の成立とともに現われてくる労働に応じた

支払いという表象は，その労働が表象においては当然に具体的有用労働なる

ゆえに次の二つの内容を，すなわち，第 1に，向ーの具体的有用労働につい

ては同 aの武本，第 2に，労働の生産性にj¥i;{}，ぶした賃銀収入額あるいは両者

の並行的増大および並行的減少という内容をもつことになる。とはいえ，一

般にー商品の価値の大L、さは，それに実現されている労働に対し，その分量

とは正比例に，その生産力とは逆比例に変動する。労働力も商品たるかぎり，

この一般的焼定のうちにある。労働の生産力が増大することは，ここでは労

働力の制Ii値すなわち必要生活手段商品のlitIi値の減少をまねく。労働力商品の

使用価値と価値とが別のものである以上，使用価値の実現の状態の変化は，

長期的には，労働に応じた支払いの表象のごとくにではなく，労働力の価値

の運動においてはむしろその反対の方向にあらわれるのである。そのいみに

おいて，労働の価格の形式は本質的矛盾を内包している。

労働の自ui絡の簡単な71列車は，労働力の日制格から直接に発生する。労働力

商品をその基本単位で販売したとき成立するものが労働力の日師格である

が，それは，労働力の 1労働 lヨ分の支出ののちに，まさに 1EI分の支出に見

合って日価格が支払われるとき 1日の労働力支出 =1日の労働に対する一

定の価格としてあらわれる。すなわち，単純な日給は，労働の価格の最も簡

単な形態である。しかし，簡単ではあるが不完全な形態である。第 1に 1

労働日の大L、さは可変であり，第2に， 1，司-労働日における社会的平均労働

の支出最は個人別に差異ーがあるつしたがって労働のfIIIi格の形態的発展は，ま

ず第 1に， EUf:tのj時間給への深化，すなわち労働の価格の算定単位の絹街化

である。これは 1労働[]に支出される労働力が，労働1]のl時間的経過な通

じて均等化されてゆくことが条件となる。第2に，上l給の，あるいは時間給

の単価の個人別差異の導入である。しかし，この差異は，個別労働力の価値

生産性の差異に基礎をおくとはいえ，さしあたり経験的なものにとどまり，

さまざまな怠意をはらむ。
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支出労働量の測定尺!交をi埼Ih'lにとる上述の労働のIII1i格は，労働力支出量の

変化にともなう賃銀収入の変化を次第により敏感な反応関係におくことによ

り，賃労働者間の競争をつよめ， iE労働者;の労力をより仇|人的な支出労働量

増大の方向にむけ，かくて剰余保li他生肢をより安定的にする。とはし、え， 11与

問が支出労働量の測定尺度となっているかぎり，労働日内におけるその実態

についての資本家側からする監督が極めて重要であり，賃労働者A の自主的努

力にゆだねられる部分には狭い限度があるし，また， {I羽人別格差の決定は，

労資のまさつの大きな!京国となるつ

労働の価格のより展開された形態は出来高給である。ここでは支出労働量

は具体的有用労働量によって，産出された使用価値量によって測定される。

労働の価格は出来高単価の形態をとる。ここでは 1労働日の大いさの変化

も 1労働日内の支出労働;量の大いさの変化も，出来高単価を基準として近

似的測定が可能となる。均一な労働力の市場価格は，均一な出来高単価へと

深化することにより，同一労働者における支出労働監の変化による賃銀額の

変化，労働力支出の(1<'，1人別差兵による立$H簡のil!il人加差兵のお1I街な，敏感な

反応を可能にするっそのことにより， Jij ‘/工/1j米I均単IItIiの上で，賃労働者た

ちの間の競争を激化させ， it労働者たちの労力を(11;1人的な労働力支出の地大

による賃銀収入の増大へとむける 3 このJI列車においては， iZ労働者たちは自

らの健康を破壊してまで働く。剰余f1siu童生産は安定する。労働の価格のこの

形態において，労働に応じた支払し、という仮象はもっとも安定的である 3

簡単な出来高給は，機械制大工業が成立し，尚一種知の作業機械につく多

数の労働者の協業という条件をもっ労働現場の拡大とともに，広汎に拡大す

る。また，標準労働日の法的規制がはじまり，労働!ゴの延長による剰余価値

の可能性が狭まり， 一定の労働 13内における生産性の増火，労働強度の

噌大がより重要となるにしたがって拡大する。

ところで，均一の出来高単価をもってする労働に応じた支払いの仮象は，

そのもとでの賃労働者たちの競争の結果として，逆に危機に瀕することにな

る。いわゆる賃率切下げ問題である。労働の価格の本質的内容は剰余価値お
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の安定および噌大である。出来高li付Hiの形態の主内伝子は具体的制lJ労働の設

ないし産11:1される使用{iIliMI最をもって支11:¥労働最を測定し，これに見合った

賃銀額を決定することであるの労働に応じた支払いの表象は， J主体的有m労

働の量に応じての支払い，すなわち生産性に比例する支払いの仮象である。

ところが労働力のfiJJ治1最は，生活様式や生活水準やの変化に由来する必要生

活手段の質と最の変化を問わないとすれば，労働の生産力の増大とともに低

下するのであり，一方，労働力i恥111の使JHiilli伯の実現を{ilIiIl白生成物の量で，

あるいは支出された抽象的人間労働の量で、みるかぎり，労働生産性の噌大に

もかかわらず不変である。労働のuHi格の本質的内容からみれば，その場合の

労働は抽象的人間労働で、あり，労働に応じた支払いの仮象からみれば，その

場合の労働は具体的有用労働である O 立本切下けごは，仮象が木質によってう

ち破られることを意味する。(2)

貸率切り下げによって， IH米高Liiiilliの安定のもとにある生産性に比、じた支

払L、の夢をやぶられるiZ労働者たちは，あるいは団結して担率切り下げ反対

に，日本切り!二げ要求にたちあがり，あるいは卜JI結して貨不切り)ドげを引き

おこす生産性の向上，それを保障する激しい競争を紡ごうとするの労働のirlli

絡は，労働の刺激の効果を減殺され，したがって相対的剰余lllIi依生成への刺

激を減殺されるのまた，ここでは，均一な出来高主詳細Jiは競争を激化させる条

約二から，一挙に，より広汎な賃労働者を競争から団結へと赴むかせる条件に

化するのつまり団結拡大の条件に化する。かくて，労働の1rrli絡がはらんだ二

つの危機，第 1に労働刺激効果の減少，第 2Vこ均等化の労働者間競争激化の

条約二から団結強化の条件への転化，をいかに克服するかの潔題において，労

働のiil1i格のよりー!11の展開および労働のirlli絡という形態そのものの変質が進

行ずることになる。

労働の価格のはらんだ危機を克服すべく現われた Aつの方向は能本給であ

る。筆者はここで，能率給を先の単純な出米高給と区別する内容として第 1

に課業の設定，第 2iこ能率によるプレミヤムを考える。第 1の課業は，標準

労働日における標準出来高量である。これは，単純出来高給におけるように
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より五fl]~、単位に分割されることなく， n寺間給のようにより漏れ、時間に分割さ

れることもない，むしろ全体として分割すべからざる単位である。標準労働

IJの長さは，低i時間質本と長労働EIの組合せに対ーする賃労働者の反抗と，労

働力商品の合理的使用に関する認識の深まりとのなかで，次第に社会的に確

立されてきた。標準出来ー高最は，低出来高単価と労働強化との組合せに対す

る賃労働者の反抗と，労働力商品の合理的使用とくに労働強度のそれに関す

る認識の深まりの中で，次第に社会的に確立されてきた。課業は，これらの

経験をもとに両者の組合せとして確立する。課業は，適切な労働の加i格の設

定のもとに平均的労働者によって達成されるものではなく，むしろ各労働者

がそれぞれ達成すべき絶対的規準となる。それは，テーラー式差別出来高給

による課業以下の場合の懲罰的低賃率に現われたり，課業は達成さるべきも

のと前提した上でのそこまでの時間給に現われたりしている。回定的課業の

形成は，作業場での分業と協業の街度の高まりが，とくに側々の労働者の平

均的労働力支出を要請し，個人的差異の拡大となじまない条件のもとでは…

層必然的となる。

第 2 に能不によるプレミヤムについてみようフ能率は出来高/f1~j 間で定義

される。時間給は，能葬式を労働の{ilIi格の形態の外で保障した上で，時間のi曽

大が出来高の増大を結果する関係を利用している。出来高給は時間を考慮の

外におくか，労働日の長さを一定時間としてそのもとでの出来高が支出労働

量を示す関係を利用している。能率給は，能率すなわち出来高/時間の増大

と賃銀額の増大とを照花、させる。これは労働に応じた支払の披象，生産性に

応じた賃銀の仮象のー摺の発展を支える。とはいえ，単純出来高給が

明Ta=Rh・Hs=Rh・Ha+Rh(Hs-Ha)

で表現されるのに対して，たとえばハルセ一式割増給が

Wa=Rh..Ha寸Rh(Hs一Ha)

で表現されるのをみれば明らかなように向課業に対応する賃銀が閤定化され

た上で， I節約時間jのそれはその基準で、は支払われなL、。すなわち能率向上

の一部分しか支払われない。単純出来高給にみられた労働に応じた支払いの
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ュ具体的姿は，次第に失なわれる。生産行程の技術的改善の主導権がますます

資本の側に移るにつれて，労働者に残される能率向上の余地はますます労働

強化のみとなり，しかもその趨過価値生産物のより大なる部分は資本のもの

となる。

しかしまた，能ネによるプレミヤムは，こんどは課業について設定されて

いる基本質銀の決定にはねかえる。労働のfll!i格の形式が労働力の価格の決定

に渉透してくる。賃銀は労働r/i場において決定される労働力商品の価格で、あ

るとともに，価値生産物の分配の問題でもあることが現われてくる。一方で

は生活費賃銀の原則が維持されるとともに，他方では利潤の分配による生活

向土が要求されはじめる。これに対するに資本の側は，蓄私:のJ並行のもたら

した生活環境の破壊から結果する労働力filli値増大に責任を負うことを避けつ

つ，同時に，労働力商品の使用価値の笑現度に対する責任を賃労働者にも分

担させようとする。 iお;tVK準が労働の節目格の形式にとらえられたことから結

果ずるこのような対立も， しかし労働力向品の価格をめぐる労資の競争ニ制

4J1のー形態にすぎない。

労働の価格のはらんだ危機を克服すべく現われたいま一つの方向は，職務

給である。これは，医大企業において，職種ごとに成立していた労働の価格

の相対百、Hi1!iをしたところからはじまっている。そして，これは，創nかな，か

っ系統的な一大貸本体系へと発展したのである。ここには，次のような二つ

の重要問題が含まれている。その第 1は， もともと単純出来高給のもとで純

化した労働の価格は，あるの具体的有用労働の行なわれている領域にお

いて，出来iおを基準ーとした均一の労働のfllli格がうち3たてられるということで

あったのにひきかえ，ここでは，さまざまに異なった具体的有用労働に対し，

さまざまの災なった労働のfilli絡を成立させるのである。そして，時_'ii労働が

展開し，さまざまの具体的有用労働にそれぞれ課業が成立してくるような時

代にあって，これを背景にさまざまな職種に均一の時間賃銀をつくり出すの

ではなく，反対に， I事業と分業の複雑な組合せを背景に，さまざまな具体的

有用労働の間の些少の差異を強制することによって，異種労働なるがゆえの
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異種誌を主張するのである。これは，労働市場の分野においてさまざまの

疑労働市場が展開するのに照応しているっすなわち，均一の労働の制ti格が1]1

結をみちびく傾向のある JI~'代に，除、々な労働の価格を並存させることによっ

て競争を激化させようとするのである。労働に応じた支払いは， ここでは反

対物に転化している。同ーの職業分野における具体的有用労働の効果に応じ

ての支笹山、でもなければ，抽象的人間労働量に応じた支払いでもないからで

ある。

その第 2は，ここで諸亜労働市場，諸次亜労働市場をうちに含む企業別の

毘大な腕労働市場が成立し諸亜・諸次亜労働市場を背景にした労働力の価

格の体系，労働力の価格の格差の体系が労働の価格の形式をとるにいたって

いることである。1'11場をそのうちに包含しようとする独占資木の傾向拡が，

ここでは賃銀格差に労働の価格の形式が渉透するというJf3であらわれてい

るのそして，賃銀格差は，諸亜・諸次亜労働市場を含む総労働m:l~寺内におけ

る競争をつうじそこでの摩僚により生ずるものから，作業場内の宮大な分

業と!品業の体系を維持するための位階制度を支えるものに変質するつそこで

の競争は，価格が節目値の現象形態たるかぎりにおいて，直J去に労働の生産性

向上への刺激となった質の同ーを前提とする価格競争から，地位をめぐる，

屈折した，権謀術数的競争へと傾斜を深めるのである。

労働の価格の形式は，このように労働力の師格の分野に渉透するが， しか

し，より主たる要因は労働力の価格であるつこの点については次のような竹

中恵美子教授の指摘は正しい。「賃金体系とは，企業内の賃金の支払方法Jを

いう。「賃金構造の概念は，賃金水準とその内部情造jである今「賃金体系と

賃金構造の関係は，つぎのようにいえる。賃金構造の決定にあたって，賃金

体系は牒介的役割を果たし賃金構造に一定の影響を与えるとしても，

体系がそれ自体として，独立した自己運動をし，賃金構造を決定してゆくの

ではなく，むしろ賃金構造に対応して変化するのだということであるJ0 (.1) 

〔註) (1) r資本論』青木文庫版 (3) 839J支

(2) この点は前著『賃労働の理論Jにおいてはし、まだ朔維ではなかった。 筆
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しえられて厳¥'l'ifじした。

(3) Wa 

Eh 寺際貿喜界

して換算したもの。主主

(4) 竹中;窓会子下現代労働ili携の 194到:

VI 社会的治資元本ιついて

の支配す切る社会誌，労働者=の消費元本の支配的部分が労i効力向iflzの

fllli仰の形謡をとる社会である。しかしF 設労働の発農のなかで，必ずしも

働力議品の íìlIí悼の )r~l設をとらない労働者の消費元本が漸増するの

1mの仁1Iでも，やはりニ るべきであるとjZわれる

設フ， いてみよう。第 1に，

あるいはそれ るものの一部分が， られるの 食器安つう

じて となり，労i効力商

こと J¥ 2に， 芸11立{とした f;~労{劫者協:;(苦が， 1:1 

その!労{効力保Ii憾の一部分合共済しはじめる。共済組合の裁金の彩でのtTヲ費党

本が出現す230第 3IL とくに設銀論において滋擦な部分として，労憾の最li

格の良部とともに次第に訣2誌の寅;}ì~ より分離してく;;;s前方11給付で、ある。I!寺需

主計、てすら，休業Mii設ごときものの形成があった。労働の繍絡の形式の

深化は，労鎗カの飾的の内容と部分的に矛簡を来たし，これを補正するため

に張れるもの勺あるお糸線/:1:¥来高給においては，こ ~ 

;!L るものであろうが，生践の条件のれ々の変北な fil;~1きする

j淀される。こうした部分は拡大しF 有給付， I~立，

ど ものとなる。こう Lた，ilJ る部分にお

りなが

ずるほ

とならないものはき資銀が労働の部i絡として純化すれば

る。労働の銭誌の形惑が f]木よりも展絡したアメザカ
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における附加給付は，日本の稿料厚生施設よりも広い概念である。こうした

部分は，企業ごとの凝労働市場がつよい場合には企業ごとの基金にとどま

り，疑労働市場が弱し、場合には一部分は社会保険の基金へと転化する。第 4

に， J二述した三つの形態から，そのそれぞれの一部分づつが分離して合計さ

れて社会保険の基金となる。第 5に，社会的共同消費手段の形での消費元本

が噌大する。設労働者の生活環境の都市化の進展がその必然性をつよめる。

こうした諸経路をとおして形成される社会的消費元木は， この社会化の程

度はさまざまであるとしても，さまざまな程度に応じて，労働に応じた分配

からはなれて必要に応じた分配に近づいている。なぜ労働力商品の形態の支

配するなかで，こうした形態が発展するのか。「賃労働者の消費元本の一部分

がそのような形態をとり，必要にrt、じた分配の実質を内包することによっ

て，労働力商品の干写生産に対する消費元本の効率が高まるJからであり，そ

れによって「労働力の保全・発展を，より少最の消費元本で与えることを百I

能にする j関係が生れるからである。(2)

しかし，労働力商品の形態の恭本的内容は，狭義の生活を，すなわち労働

力のi等生産を個々の賃労働者(iJt;市〕の W~人的責任にゆだねること，および

餓飢あるいは貧|ねによる強制と，より思:寓な生活の誘因とによって i働く意

欲jを維持することであった。したがって，社会的治資元本が次第に豊富な

ものになってゆくことは，労働力商品の基本的内容をなす餓飢あるいは貧国

の強制を弱めることになる。この点は，第2節にみた大河内教授の指摘する

「健全な貧悶意識の衷失Jによる「働く意欲の衷失Jとしづ危機の中に含ま

れていた。戦後位界経済の展開のなかでも，一方においては完備した社会保

障による「高福祉社会 iを実脱した北欧社会における経済の停滞，他方にお

いては貧弱な社会保障と低賃銀のもとでの賃労働者たちの過度な勤勉によっ

て「経済大国!にまで上昇した日本社会における経済の活気，この対比は鋭

いものがある。そして， I高福祉社会」をめざしながら「活気ある経済」を維

持ーするにはどうすべきかの問題は，ひろく自覚されている。労働力商品の形

態の支配が不可避であるかぎり，労働者の消費元本のうち社会的消費元本の
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ところが， また他方，労織力商品の形態自身が潟い労働意欲安維持する

ためのものとして絞界なもつものであることが，ひろく自覚されはじめてい

のであるの労働力露払の形態が，窓、と ~J!i環的浪費とな生み出すことをI!Jj

に，労j動のIi語携の形態展開の緩畿の中1J'私自覚的 f労務管支はと

ューマン・ジレ…ションメ

ォー r11') ，)Y沢の展開へ

の一方的激北へのj支街、は

は，労働へ

つ l'::'o 資銀論は，こうし

はならない。

労働の総務への反省と結合し

し， しはじめたのであっ ブ

;職務拡大!の試みとなり，

となり，労機の側格の一方

おける資銀以外の諸要因の研究とな

のものへの反省と結合して研究されなくて

すでにこうしたi託銀への反省，なかんずく

じられているのである

〔主1:J (1) 本織については， fll\~労働の総論c~ij ilf~ 3 o-t)ft: お2節参lii

(2) 1巧言iT 116京

(:0) 爽Y!y fl誇人事官lJllitrrIiの;tdr)l初日;τ11 (評論付:)議会!¥i.¥

vn: U"資本ilw.J]における「 ぷ3 について

こでは. w資家論』の第 l 巻第 6 労 1~tJの部分をや心に考察してみよ

う。この部分の課題は一体的であったのかっ一設にまとめるならば，労{効力

の掛値がとる労機の語格という現象形態に由来するところの，労織の似li{l政お

よび知i絡というブ、ノレジョアi'1~í疫象者ど批判ψずることであった。そして，これはき

の現在の第 3巻の終末の部分にあるところの

すなわちフツレジ認ア経済学の総括的批=1'せのための不可欠の伏線をなしてい

る。労檎の儲絡に由来するブルジョブ的舷象の:tlt轄をより完全ならしめるた

めに，設銀支払形態についての議主張IY:Jで滋本的な線開が同H寺におこなわれて

し、る。 カミ ると Lづ側面が，ここではとくに強く

現われているといえるむ
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『資本論』は，まず商品の分析においては，スミス=リカードーに完成さ

れた商品の二要因の質的医別の観点を引き継ぎ，次いで，商!日に内在的な交

換価値という把提と，ある使用価値と他の使用価舗との交換の比本という交

換価{肢の把揮とが矛盾することについてのベイリーのりカードー批判をとり

入れ，その理論的困難を，交換師{直という現象のかげにひそむ本質としての

商品価能の追求，および抽象的人間労働のi疑問物としての商品価値の発見

によって，ベイリーロマノレサスとはちがった方法で介?決しうることを示した

のであった。また， w資本論』は，資本の一般的規定の分析にあたって，マー

カンティリストの発見した G-G'の運動の把揮を引き縦ぎ，この一般的範

式の理論的犯握がひきおこした，そして学説史の中で、おのずと告白されてき

た理論的悶難を暴露した上で， Iここがロードス島だ。 ここでとベJ と叫ん

だ。そして，労働力商品の概念を導き入れることにより，この‘般的範式を

維持しつつ議宮化ずる道を示したのであった。

『資本論Jは労貨の分析に布いてどのように詰っているのか。「ひとは(古

典派一荒叉〉この場合，労働の価艇を云々して，その貨幣的表現を労働の必

要価格または 1~1 然fllIi格と名づける。他方ではひとは，労働の市場価格……を

云々するJ0 (りこの把握にはすでに多くの困難が自覚されていた。ベイリーは

そのリカードー批判のなかで，ここで投下労働説が崩れており， リカード-

I~I 身支配労働説をとり入れている，と指摘していた。マルサスは，労働は，

商品が用意された上で市場に述ばれるようには，干11:場に運ばれる以前に用意

しえないことを指摘していた。スミスは，過去の労働と生きた労働とが交換

されるとしても，そこで、は理論上要請されるようには等量どおし交換されて

いないことを感じていた。フ。ルード、ンは，この間難を前にして，労働の師f!M

とは比l倫的表現にすぎぬ，とにげてし、た。(2) マルクスは，こうした学説史な

背景にして次のようにいうのである。

「古典派経済学は日常生活から無批判に『労働の{Illi格』という範附をかり

てきたんそして!他の高品の場合と同様に，この価値は，つぎにはさらに生

産費によって規定された!。ところが I労働そのものの生産貨を問題にして
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いてはどうどう廻りをしてちっとも進まなかったのでじこの問題が.I無意

識的にJr労働者の生産費Jとは何かの問題とすり換えられた。しかし，その

意義は自覚されていない。「ひとは，かつて，分析の進行が労働の市場価格

からそのいわゆる価値に到達させたばかりでなく，この労働の価値そのもの

をさらに労働力の価伎に帰若させもしたのだということを発見したことがな

しバ(:1)マルクスのなすべきことは， ここでは. ii'JJ~V~がこのことに無意識で

ありながら，しかし実際に分析の進行とともに成果としてあらわれるべきは

ずであったものを示し，これを明確な理論的把握へと悶定することであっ

た内

とはいえ，マルクスの課題はそこにとどまらない。 iな典派経済学は「労働

のul!i他 I(1屯lIIi;jを採用して矛盾におち入ったが，俗流経済学は，かえってここ

な i縦突な波源地 jとしているからである。的進んで，労働の価格という現

象形態の意義と，そこから発生しているブールジョア的仮象の批判をのべなく

てはならないハ

l労働力の /:llilI悌:が J]労働のImi値として表現されるならば. 12[1を間労働は

3シリングのlilli値をもっという範式が生ずるの I労働者の立場に立ってみ

れば，彼にとっては. 1jr実上，彼の12時間労働は 3シリングの購買手段であ

る。J{;)1-1労働時間のIilli絡は労働の制li絡の単位尺度として役立つ 10(7)しかし

この形態は不払労働をかくしているのであるし (8) 労働者に過少就業のくる

しみ(!I) や， 低い労働の価格よりする長労働日のくるしみ(10)をもたらすので

ある。

「i出uヨ釆来K長〈をE高i賃完

)周目{側il山凶11崩liげ{値凶は.一...すでに対象化された労働であるかに見え，そしてこの労働のlilli

格は・・…生産者の作業能力によって規定されるかに見える。この仮象J(11) に

ジョン・ワッツがとらわれたo ワッツは 1::1給労働者→出来高労働者→協同組

合労働者の系列を考え，出来高賃銀を資本fljlJ的賃労働と「社会主義労働」と

の中間にf立置づけたのであった。(12) しかし .11士l来高賃銀は，直接的には突は

何らのlil!i値関係も表現しない。この場合には，各伽!の制Ii他が各11~îのうちに体



66 (324) 経済伊研究第 21 巻 ~2 努

イヒさ ~Tている労働時間によって蜜語まされるのではなく，その逆に，労働者に

よって支期された労識が設によって生設された部数によって度重されるので

あるそして，労j勤者の支出する労識がはなはだよく鷺援をされ，加えて賃

労働者鍔の議争がとりわけ激化するゆえに，出来高設銀はかしろ f資的

もっともふさわしし

おしつけるものなのである。

マノレタスt之さらtこ， な二つ のべたあとに，

について 1章をもうけている。こ る

の欝i己

:f云

1jJ] 

のI!lli絡であ

より発迷

走ぷずるより高

かれて，持をその渡接的

i設であるように忠われる。

る以上，

いiミ銀と後者以;わてするより

おけるより{廷し

相対銭銀くより {1I;~ 

るきということである。

おいてみられる，

ぷー
し

おけるより主主し、

切ら会、とな

13の生産力の程度にIE詑鈍するという関係さと導き出し，すすんで

賃設は…般に労i剣jの生産会にJtiyUするとの結論をひき出そうとしたこ土への

批務である。マルクス誌，ここでは， J議余納長l生牒にずるわれわれ

析からしてJ，この当考え方はまらがっている，とのべている。(lG)ケアリー

の )U~三者である点が今J:lのわれわれにとって民自されるの

ところで，ノしグスは

の11制点および自lli絡という

いて?労働の知li務という滋象形態と労働

とのi主別な， までjえいでいたわItでは

ないようじ忠われるむすなわわ，マルクス拭， 12時間労i動が 3シリングのum

もつ，といった労働の踏格がJ叩現実的関係をn長に見えぬようにして g そ

e/;J 

出iま

るとして，この f労裁の泌償金f解くた

るとしても，この現象形態の必然性，

しやすいものはな Lづ(lu) とのベて， よく知られたいくつかの251
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出を示すのである。その 1は，財貨を他人に与えることと，他人のために何

らか行為をなすこととは，法的に等{也な四つの順列を生ずることであり，そ

の2は.I交換価値と使用{illi値とは絶対的に較量されえない大いさであるか

ら1. 労働の価格は陥花の価格と同じようなものであり，さして[不合理とは

みえない」ことである。これらは，商品を狭義に労働の生産物たる一つの外

的対象物，一つの物において把えないでいるかぎり，労働もi品171のー穏にみ

えるということであり .{1St:象の発生する恨拠についてのべているとみられ

る。ところでその 3は.I労働者は，彼がその労働を提供した後に支払L、をう

けるJことであり，その 4は，労働者が資本家に提供しているのは現に一定

の具体的有用労働だということである。その 3は労働力商品が安定的に成立

する条件にかかるもの(第 1節にみたように〉であり，それが仮象発生の根

拠となっていることを指摘しているとみられる。その 4は，労働力が支出す

る労働は有)括的労働と抽象的人間的労働との二重物であることは首づ並の意識

の領域外であり，労働力も一定の有朋的労働もj友別されないゆえに仮象が発

生する，し、うことであろうかつ

このように，主として仮象発生の桜拠をのべたあとで，マルクスは.I方11う

るに，労貨の現実的運動が示す諸坑象は，支払われるのは労働力の悩依では

なく労働力の機能たる労働そのものの{i日i値だということを証明するようにみ

えるら とのベる。ここでも仮象発生の基礎がのべられているのだが，しか

し，ここでのべられる二つの現象，すなわち労働日の長さの変動にともなう

労貨の変動，およびIl1jじ機能をはたす相異なる労働者たちの労託における個

人的差別は，まさにマルクスのいうように「現実的運動jであり，労働の価

格という現象形態，前者ーでは時間貨不，後者では出ぅ1E高i君主fCの成立とびつい

ているのである。マルクスは，この[現実的運動jを保障する二種の氏本に

ついて，次の二章をあてており，そこでは労働の価格が労働力の和Jiilほの現象

形態であって， 1W~労働者の競争な激化させるものであることをのべている

が，なぜ労働力のluli偵が労働の11m格という現象形態をとるのかが剰余価値法

!lIJとの関述で1}'(lilJiI'l':Jにのべられているわけではない。
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うしてみたとき，われわれは， r労i君!の?寄せ乙そこに含まれている労檎

の合!lIi絡という現象形態の分，訴に学びつつも p とりわけ労働のIi制度および値i格

という仮象の批判としてよみ，この批判鶏神を発朕させるべきで、あるという

ことになろう。労働の僻格の盤rmすらも，そこにおげる本格fゆ綴題ではなか

ったというべきだからで為る。

さて，スミスロτヲカ…ド -1'i':Ii労織のfrlliIl白J論から潟とともに流れ出たも

のは，一方には空惣(:1
/:1労機全収機論であり 'jl!:.ノJト同政削淳氏問CLのつ

民奈良基金の資本主義的1WJ擦を社会…般の自然的鎚援にすりか

え， iた接金額は時には…定額であっ“(， ~ に分配さ

この理論は p ソーンれるゆえに労働組合連動は無益である，と論じてい

トンのj・S・ミ

れていく。 P・ゥォーカ

買うの

、うる

な引去り，その残り

ため

めむはない… h ・9

というものであっ

;そに

も一つのきっかけにして おさかえら

るずよめ

し、かなるものかによって

!と1身

もってし、るた

るものは生皮でるって資本ではない;

おいては，古典派的限界をどもらながらも

るものとされ，資本と労織と

されていたのウオ…カーは，これをよ終なる生産物の分説にかえてし iうβ

次いで生産のささ要素はよそのそれぞれ〆が独自に生産に貢献するものとして分Wf

され，資本、土地，労jf~Jのそれぞれについて生政力β込、われるようになる c

労働の分恕分は労働の生議カによる。かくて，クラ…クを介し，今おの 1次

!弓次のダグヲス

かぜている。

し、たるや

の流れをど批'1:1)するものは，

はより

?ノLクエえの視角たゐ労働0) よび

縞絡の仮象では不充分であって，マルクスの精神に従って，一歩基礎から展

開しなくてはならない。労{動の錨{裂が去々されたときは，労fffi告がぬil誌である
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ことが11古黙の前提とされていた。批判は，臨dtlであるのは尖は労働力である

ことの指摘であった。いまや，労働ないし労働力が商品であることが11告に好

定されーている。生産力としての労働力は，その生産の成果を使用制li値におい

てみようが尚品umuむにおし、てみようが，いずれにせよ労働力商品の使用Iflli値

の側l耐の問題である。労働力のlíllî格は労働力尚品の交換価値の~!Uí陶ーである。

古典派的「貨物Jが一方においてマルクス的「商fゐjにかわるや，それは他

方においてやがて「経済、財Jvこかわっていった(18)のと同積の問題がここにあ

ることを知らなくてはならないれすなわち，使用11m値と交換価値の兵質性の

強調と，その|吋質性の主張との分化，それとともに商品体としての，物とし

ての使用価値の強調と，これとはことなる効用，使用価般の実現度としての

それの主張との分化である。それあらぬか，賃銀を労働力商品の価値によっ

てでなく，労働力i品目の使用Illlill自によって基礎づ、けようとする傾向にあって

は， 11'] 1I;i'!ニ，使JijfllJi値としての尚品体そのもの，すなわち労働力そのものに

よってではなし使用IIlIi胞の実現度すなわち労働力の機能の発部の程度，つ

まりはその効用によってli~礎づけようとしているのである。

こうみたとき， 日本における[賃金論の展開Jの試みの中にあらわれた若

干の有名な理論のぶした傾向について反省しておかざるを得ない。その第 1

は，労働のfr日i絡の分野からあらわれた舟橋「労働のfilIT1名法則」である。周知

のように)IJ僑尚道教授は，その:詰fIF賃金の経済学』において，賃銀形態の発

展が一泊iにおいては同一労働l尚一賃銀の原則の発展をも意味する，として，

これを近代的fì色本給からさらに職務給にまでも拡大してノJ~ された(1D) それに

対し大友福夫教授が，これで、は r11本の貸金形態の『半封建性』が強調され

るあまり，欧米の『能本給が本米もっている近代的な性格』が，相対的に翌日

怨化されJ<的てしまっている，と批判されるや， J副首教授は論文『労働のIil日

格とその法則』において，積極的に， r他の尚I1引の場合には，使用価値はそれ

ぞれ主観的に恋;音、的にしか評価されないから，そこにはなんらの通約性もな

い。しかし労働力の場合には，その使用価値は一様な価値をうむのであり，

したがって使用価値自体が価{複合うむ力能として評価可能なものになる。-一
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…かくして労賃は，労働力のlil!i{1立ではなく使用IilJi値一IlIIi胞をうむ力能ーに比

例して決定されることになる!， (21) とのべたのであったの

これにおlし，ややあってから吉村助教授が， )iJ橋氏は労働のfllfJ絡法則をも

って「労働力の価値ではなしに使用iIiIiMiが賃金を決定することであるとい

う，限界効用学派と類似のおどろくべき結論をひき出すにいたった町 と

批判された。舟橋教授にいわせれば，個々の労貨がその使用仙般に比例して

決定されるだけであって，使用{ilIぱ|直そのものの大きさによって決定されるわ

けでもなく，また総賃銀と総剰余UIli伯との関係の分野では問題なく労働力の

価値が決定している，ということであろう。だが，筆者がすでに指摘したよ

うに，労賃の現実的運動の一部を規定している労働の価格は貸率設定の問題

なのであり，これは，舟橋教授のいうような労貨の後払L、という労働力酪品

の形態規定のみにかかわることではなく，資本にとっての一定の剰余似li飽不

確保と，均一の賃本をもってする賃労働者相互の競争の激化の問題なのであ

る。労働力の!使用仙j{f~[J にどのような係数をもって比例させられるかは，

したがって剰余(rUi他本の問題であり，この比例が相対(1りにしか，…lI!j'I'i'Jにし

か安定しないことは，剰余{I日i他生の…殻的木性からいって IYJらかである。

剰余似|値ネ上昇ーが資本ののぞむところであるとすJLぱ，訳本の均一化か賃ネ

の譲別化かはそれが I:=-[f]j競争!にいかに影響し，さらにそこから剰余11m値

いかに影響するかに応じて決定されてゆくのである。また，労働の(I日i

格についていうならば，舟橋教J受は， U!fi{1去を生む力能すなわち労働力の使用

価値きどではなく，むしろ卒直に，その力能の実現を，効用をいうべきであっ

たろう。もっとも，すでに舟橋教授にとっての「使用保li他!は一般に「主観

的に恋意的にしかIi判断されなし、!ところのもので，言力f羽と 12<:7)日はないから，

これはいわずもがなであろうわ

ところで， ;1J橋理論を論鋒するどく批判した715の吉村励教授は，その批判l

からさして聞をおかずに，こんどは論文「賃金格差についてjにおいて次の

ようにのべたのであった。すなわち「工業統計表Jを加工して企業規模別賃

金格差と労働生産性格差が照応することを見出し，iこのことは，賃金が労働
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るとしもうこと るものであろう J と般理す

れでは，筑余が具体的には労闘の生産性に摂するということ〈と)， g念の

本質が労{動力の留li擦であるということ誌，し、かに速l羽づけるべきかム:この

の ーつは.I労{主主力のIlIJifiをの労!主主の縞格という不合理

であるっここで1主，先の滋理論批'I~IJ ~ニの関連ははっきり L 炊い。

とはいえ，吉村理論にとって独自なのは，さらにその先の推3裂であるの*つれ

な労勢力の師値は生活資料の簡飽によって緩定され，

持矧!と具体的な の労働力の題f疫のわく内で，

服従;して支払われること、仕…鐙的にのべたわけであるが，この一般的議述

は，さらに労働力の部銭自体;が労働の生産性にj郎亡、ずる場合の鍔によって補

われなければならぬとうJこの二とへの務は以下のごとくなる，

における生産諸条件・熱線・

は，すべて俊雑労識としてあ るj。ところで，複雑労換は与を労iifYJ力よ

りもより高い長I!ii盗をもっ労働力 る。 なり，

になればなるほど，賃金もまた橋大した期尚は，一つには

それらの労働が竣雑労織であり， したがってそ*Lらの労{動力の儲値は，いわ

ば複雑労機合遂行する労倒jカのおIi(i査としてあらわれたからにほかならない

加とになる

この斑議に触発されて形成された復雑労働についての筆者の考えは，加の

位1所でのべたから (24)ここ wれま繰迭さな¥"oただ，指檎しなければならない

ことは，この吉村潔識の独自性はp 労働の繍格の分野から発生した日

より労働力のi係官設に短絡さ

したということであろう o t京大された均賞、な労機市場が「潜在化Jdせられ，

平子右:Lえないこと

{効力

してし、るなかでしか，銀の大きな規模別絡設が

吉村!助教援たちの模予告のなかからこ

る理論分野がひら{ナてきたのであることも

しかし筆者はきマルクスの円J:t率七意識の線開を試みつつ，こ

ざるてをえない。そして， この先に， どんな形で，労!効力の
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一国的規模での実現度に賃労働者自身が責任をとるべきであると主張する所

得政液擁護論の日本型や，労働意欲をかきたてるにはやはり貧困が必要であ

るとする賃銀本質論の日本型が生まれるのであろうかと想わざるをえない。

〔設) (1) r資本論jW水文体版 (:J) 839只:
(2) 向上 839-842).~ 

(3) I可1: 843--844京

(4) rEf]と 844頁

(5) 向L: 845ff 

(6) 1札l二 848fi

(7) 河上 851廷

(8) 向上 846ff 

(9) 同上 854頁

(lG 同上 857-858頁

(11)問 向上 861頁

仰:) I司上 863Jヨ
(J品 ItIL!: 869京

間同と 880頁

(16) 向上ゐ 846-847頁

(1引森緋二日1¥U'}j.貨学説の史的発展，平石 修「近代経済学の賃念論 j

社会政策;-~戸会年十&21310集;コ労働市場と賃金J r1f収参照
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