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経済学研究第四巻第4号 109 (993) 

く研究ノート〉

社会的費用論の批判的検討

一一宮本憲一氏と w.カップの所説を中心に一一

吉田文和

はじめに

公害問題の経済学的分析において，社会的費用論は有力な潮流をなしマル

クス経済学，近代経済学の双方にわたって，その大きな影響力をもち，現実

の政策にも使用されるにいたっている。

A.マーシャルの「外部経済J，I外部不経済」論， A.ピグーの「私的限界

生産物と社会的限界生産物の議離」論を源泉とする，厚生経済学の「社会的

費用」論をも摂取しながら，社会的費用論の体系をうちたてた， w.カップ

『私的企業の社会的費用~ (1948年〉は，その先駆をなした。

国内においては，宮本憲一『社会資本論~ (1967年，有斐閣〉が w.カ

ップの業績をとり入れながら，マルクス経済学の立場からの社会的費用論を

提起された。

われわれは，マルクスの「社会的損失」論を手がかりとした w.カップ

や宮本氏の先駆的業績を高く評価するものである。

しかしながら，社会的費用論は，本論で明らかにするように¥，、くつかの

重大な理論的問題のゆえに，現実の公害問題の分析と解決の上で，混乱と障

害をもたらしていることを率直に指摘しなければならない。

そこで，本稿は，社会的費用論の代表的業績として，宮本氏の所説を中心

にとりあげ，あわせて， w.カップの所説をも検討することにしたL、。

1) ソピ、エトの経済学文献においても，社会的費用という用語や，社会的費用論にもと

づく分析があらわれている。たとえば，以下のごとくである。
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r. MexallU/c， COUHaJlbHbre H3江ep)KKHHay'lHO-TeXHH'l巴CKO員peBOJl!OUHHrrpH Karr-

HTaJlH3Me， ((MHpOBalI 3KOHOMHKa H Me)K.uyHapO.uHbre OTHOIIIermlI)) 110. 12， 1968. 

K. rort.Mall， 3KOHOMH'leCKalI S令。eKTHBHOCTb yMeHbIIIe即凱 Bbr6poCOB B OK-

py)Ka!OIIIy!O Cpe.uy， ((113BeCTHlI AH CCCP， CepHlI SKOHOM閉 eCKalI))110. 6， 1973. 

2) たとえば，昭和 47 年度『環境白書~ (14-19ページ〉は， 1社会的費用の算定」を

行なっている。

3) 乙の著作は，表題が『社会資本論』となっているが，内容の大きな柱の 1つは，社

会的費用論である。宮本氏の社会資本概念についての批判的検討は，多数なされてい

るが(たとえば，北沢啓明・イ中田朋道m社会資本』概念の基礎的検討J，~.経済~ 1973 

年11月号)，宮本氏の社会的費用論に対する本格的検討は行なわれていない。

E 社会的損失を社会的費用と等置することは，理論的

混乱の出発点である

宮本氏は，マルクス『資本論』第 3巻第 5章「不変資本充用上の節約」の

記述， ['資本主義的生産様式は一方で個々の資本家にもうけさせるものを他

方で社会の損失とする」を根拠として，社会的損失の概念を提起し，これを

そのまま社会的費用と等置している。

すなわち，宮本氏は， [f'社会資本論』第3部「社会的費用と貧困化」第1

章「資本主義と社会的費用」第3節「社会的費用」の項目において， ['資本

にとっては「利潤のためにならば『殺人は殺害にあらず~J であったかもし

れぬが社会的共同消費〔手段)(引用者そう入〉の節約の結果は先のマルクスの

引用文のように， ['人間材料を浪費させJ，資本家の利潤とひきかえに，社会

に損失をもたらしたのである。」とのべられる。

宮本氏は， ['社会的費用」という項目のもとで社会的損失を説明され，それ

が社会的費用と等置される説明をなんらなされることなく， ['社会的費用」概

念を提起され，別の部分で， ['エンゲルスのいう社会的殺人， 傷害こそ社会

的費用であろう」とのべられる。

これに対して，それに先行する， W.カップは， [f'私的企業の社会的費用』

において， A.ピグーや T.グェブレンの所説をも検討しつつ， 他方， マノレ

クスの『資本論』第 1巻第 13章「大工業と農業」における記述をもヲ|用し
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ながら，社会的費用の概念を提起している。

さらに， W.カッフ。は，のちの論文においぞさぎのマルクスの「社会の損

失」についての記述を引用している。

このように， W.カッフ。は，資本の利潤追求の結果おこる社会の損失とい

うマルクスの記述を考慮しつつ，他方， 1私的限界生産物と， 社会的限界生

産物との議離」論などの，近代経済学の費用論を拡大，使用して， 1社会の

損失」を「社会の費用」と L、L、かえたものであるということができるであろ

う。宮本氏も理論の核心部分においては，これをひきつぎ「社会的損失=社

会的費用Jとされているのである。

しかしながら，これには重大な理論的問題がふくまれている。

まず第 Hこ，公害現象を「社会的損失」と規定することの，意義と限界の

問題がある。

マルクスの記述においては，資本の利潤追求のために， 1不変資本充用上

の節約」の結果として生ずる，社会のうける損失という規定であったが，こ

れを公害問題の分析に用いると，資本の利潤追求に起因するという面での積

極面はみられるが，①「社会の損失j という規定はあくまでも結果をのべた

ものであって，その原因をそれ自体として示したものではなく， ②W.カッ

プがのべているように，失業，過剰設備， 独占などのその他の， 1社会の損

失」と共通の面は示されるが，その他の現象までもが一括され，公害問題の

独自性を示す本質規定ではないという限界をもっている。

第 2に，社会的損失を社会的費用と等置したことが種々の理論的混乱をう

みだす出発点となっていることである。

すなわち， 1社会のうける損失」を「社会の払う費用」とすることは， 以

下の理論的問題をもたらすことになる。

①「社会のうける損失」を「費用」概念にとじこめることになる。

②「費用」概念が無限定のために，私的企業の超過利潤追求による費用節

約と，その結果生ずる「社会のうける損失J(その貨幣評価額〉との混同を

もたらす。
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③，②の結果として，発生源対策費用，被害損害額，復元補償費用が区別

されず，社会的費用に一括される。

不払いの結果を， r社会的費用」とすることは，

「社会が払うべき不払いとその責任を不明確にして，

すのを法占能山可
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これらの諸点を検討することにしたし、。

1) K. Marx， Das KaPital， Bd. III， S. 97，全集版『資本論』第3巻， 109ページ。

2) 宮本憲一『社会資本論~， 164ベージ。

3) 向上， 176ページ。

4) W. Kapp， The Social Costs 01 Private Enterprise (1948)， Schocken Books 

(1971) pp. 26-46，篠原泰三訳『私的企業の社会的費用』岩波書庖， 1959年， 29~52 

へーシ。

5) W. Kapp， Environmental disruption and social costs， A challenge to econo目

mics，“Kyklos "， vol. XXIII， 1970， S.844， 1環境破壊と社会的費用」柴田徳衛，鈴

木正俊訳『環境破壊と社会的費用』所収，岩波書庖， 1975年， 21ページ。

6) 公正のためにいえば，宮本氏は，より包括的な公害の定義を，庄司 光氏との共著

『恐るべき公害~ (岩波新書， 1964年， 139~140 ページ〕で行なっている。

以下，

社会的損失を費用概念にとじこめることの限界

当初， r社会的損失=社会的費用」の立場にあ

その後，社会的損失を費用概念にとじこめることの限界に気づか

W.カップも，

H. 

宮本氏も，

ったが，

W.カップは，実物表示論を提起されるように

宮本氏は『社会資本論~ (改訂版〉において， r正確にいえば，社会的損失

とは絶対的損失をふくむ広義概念であり，社会的費用とは貨幣的評量できる

れ，宮本氏は絶対的損失論，

なった。

損失であろう。」と訂正された。

ミハルスキーからの批判をうけての反批判のな

かで，厚生経済学の社会的費用論を徹底的に批判して， r社会的費用を外部

W. W.カップは，他方，

経済とか外部不経済と L、う枠組や厚生理論に組み込もうとすることによって
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「この分析手法によれば，市場を通じてもたらされ何が得られるだろうかJ，

る不利益(たとえば一つの集団が購買力を失うこと〉は一般にそれに対応す

る他の利益(購買力の獲得〉によって相殺されるとみなすことができる。こ

うして，社会全体の立場からみれば，社会的純損失はまったく発生しないよ

うにみえるのである」とのベる。

この反批判は厚生経済学の社会的費用論批判として，きわめて鋭く，厚生経

済学の補償原理や費用便益分析が， ~資本論』のいうところの「すでに生産

されている生産諸力を犠牲としての労働の生産諸力の発展」という，資本主

W.カップなりの批判義の敵対的性格に対する弁護論にすぎないことへの，

だったのである。

かくて，厚生経済学派の社会的費用論と明確に対決した W.カップは，社

会的費用を実物表示とする立場に，その傾斜を強めた。

「社会的費用とは，物的表示(すなわち，環境や人間の健康や生命の破壊

によって表わされたマイナスの社会的影響による〉あるいは廃棄物の処理

に起因する損害の予防や補償に要する労働によって測った実質支出表示に

よるものである。」

ここまでくれば，社会的費用概念を放棄して，社会的損失論を展開しなけ

当然みちびきだされることになる。ばならないということが，

まず宮本氏の絶対的損失論にあっては，貨幣的に秤量できしかしながら，

る社会的損失は依然として社会的費用とされ，社会的損失と社会的費用が，

羽T.カップは，また，概念的に全く別物であることが明確にされていない。

実物表示論にもかかわらず， I社会的費用」と L、う用語を依然として使用し

ていた。

だがしかし， I社会的費用と L寸概念そのものは本来貨幣的評価を前提と

した概ぷ」であり，貨幣的評価ではなく，実物表示をとる以上，社会的費用

それにもかかわらず使用され

自己の論理の矛盾と破産を表出したものとみなさざるをえない

という概念は使用できないのである。あえて，

ぷ
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以上，社会的損失を費用概念にとじこめて，社会的費用とすることの問題

をみてきたが，われわれは「社会的費用」という用語を使用して，社会的損

失を貨幣表示することの，実際上の意義を全く否定するものではない。

はじめに引用した『資本論』の記述にもあるように，資本が費用を節約す

るためにひきおこされる，社会のうける被害，損失のぼう大さを強調し，公

害発生源に対して公害防止投資を要求する上で，その正当性をうらづける 1

つの根拠として使用されることはありうることである。

しかし，その場合においても，人間の健康被害など，社会の損失が重大に

なるほど，貨幣評価が不可能となることに留意しなければならなし、。そのた

めに，宮本氏の絶対的損失論などが提起されたのである。

1) 有斐閣， 1976年， 165ページ。宮本氏は以下のように， W.カップの社会的損失=

社会的費用論乞当初から批判されていたかのようにのべているが，それはさきに検

討したように，事実に反する。

「カップの理論については，彼のいう社会的価値が，交換価値なのか使用価値なのかが

不明なこと，絶対的損失を含む社会的損失と社会的費用との区別がないこと，社会的

費用の中に，生産費用と考えられるものが含まれていることなどの欠陥が指摘されう

る。 ζ のため，そのままでは採用できなかったが，非マルクス経済学者の中では彼の

理論は最も参考になった。J(宮本憲一， 1公害問題J，~.経済セミナー』増刊， ~マルク

ス経済学のすべて~ 1978年， 203ページ，傍点は引用者〉。

宮本氏がW.カップを批判していた点は，①その主観的価値論，①負担の階級性の

軽視，①二重経済論，福祉国家論，②社会主義観(~社会資本論~ 189~196 ペーの

である。

2) W. Michalski， G仰河dleg附~g eines operatiorzalen Konzepts der “Social Costs "， 

(J. C. B. Mohr) ， 1965， S. 117，尾上久雄，飯尾要訳『社会的費用論』日本評論社，

1969年， 106ページ。

3) 厚生経済学の立場からする社会的費用の測定の最近の例は，以下のごとくである。

「あるプロジェクトが実施されたとき，それによってプラスの効果を蒙むった人々が

支払ってもよいと考える額の合計(とれを社会的便益という〉が，上述の定義(環境

悪化が発生したとき，社会を構成する個々人が環境悪化がなかったときと同ーの効用

レベルを維持するために補償してもらいたいと考える額〉に従う社会的費用よりも大

きいとき， とれを社会的に実行に値するという考え方」である (三菱総合研究所，

『環境悪化の社会的費用の測定方法に関する研究~ 1977年9月， 305ページ〕。

4) W. Kapp， On the nature and signi五canceof social costs，“Kyklos "， vol. 
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XXII， 1969， S. 338， ['社会的費用の意味と性格j，前掲『環境破壊と社会的費用』所収，

141ページ。

5) Ebenda， S. 339，向上 143ベージ。傍点は引用者。

6) K. Marx， Das Kapital， Bd. III， S. 259，全集版『資本論』第3巻， 313ベージ。

7) 華山謙『環境政策を考えるJ](岩波新書， 1978年， 188ページ〉も， こうのべて

し、る。

「公害の被害者の受ける苦痛は，成長によって所得の上昇した人々からの補償によっ

て癒えるものだという仮定は，公害が被害者の身体，生命に及んでいる現実を見ると

き，到底支持できる仮定ではない。」

8) W. Kapp， Environmenta1 disruption; methodology and general iss].les， S. 

Tsuru ed. Proceedings 01 Inter叩 tionalSymposium Environmental Disruρtion 

(Asahi Evening News) 1970， p. 11， I環境破壊j，前掲『環境破壊と社会的費用』

所収， 302ページ。

近代経済学のなかでも，パレートの厚生基準に問題があるとし， I効率性の原理」

の限界をみとめ， I公正の原理」を導入して， Iいちばん恵れない立場にある人人の福

祉を上昇させることを基本的な判断基準とするロールズ、の公正概念が考慮されねばな

らないj(浜田宏一『損害賠償の経済分析』東京大学出版会， 1977年， 175ベージ)

という立場もでてきている。

9) 篠原泰三， I公害と社会的費用j，~東大公開講座， 7，公害J]，東京大学出版会， 1966 

年， 239ベージ。

10) W.カップの社会的費用論に対して，つぎのような評価もできょうが， 費用概念の

混乱からくる，とのような論理の破産と矛盾をぬぐうことはできないようにおもわれ

る。

「各種の破壊や損失を『生産の社会的費用』として，つまり，生産上の費用として捉

えようというカップの提起である。と乙には，使用価値上のマイナスそれ自体をも費

用として考えようという立場が示されているが，乙れは価値論上の混乱として単純に

片づけられない面Jをも含んでいる。オなわち，カップの場合，それは，使用価値的側

面を無視した交換価値追求の生産という資本主義的生産の転倒性への批判がこめられ

ていると同時に，生産に伴う使用価値上のマイナス(価値では測定できない損失〉と

いう問題乞経済学は一体どのように位置づけ，評価すべきかという，カップなりの

問題提起を含んでいたからである。j(寺西俊一， Iカップの『社会的費用』論をめぐ

ってj，11経済評論J]1978年 1月号， 136ページ，傍点は原著者)

11) 華山謙，前掲書， 183ページ。

東京都公害研究所調査部『公害による経済的損失の評価J]1974年， 1ベージ。
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111. 私的企業の超過利潤追求によ否費用節約と，その結果

生ずる，社会的損失(その貨幣評価額〉との混同

w.カップによれば，社会的費用の社会的たるゆえんは， r私的経営の費

用計算の中に含まれ1ず， r第三者或いは一般大衆」がこうむるからである

という。

宮本氏は， r資本がコストとして算入すれば補償できるもので社会的費用

とよぶ」とされる。つまり，私的企業が費用として支払わず，社会が支払う

ものという意味で社会的費用とされているのである。

しかしながら，これらの把握は， r社会的損失=社会的費用」 とした問題

の上に，費用概念が無限定であるために，私企業の超過利潤の追求による費

用節約と，その結果生ず、る社会がうける損失(その貨幣評価額〉とが区別さ

れず，混同されている。

宮本氏は，価値法則の矛盾として， r公害問題を中心とした社会的損失が，

商品のコストに算入されない」とものべられている。

そもそも， r社会的費用の商品コストへの算入」とは何を意味するのか。

宮本氏のさきの例によれば，社会的損失の補償費用ということである。した

がって， r社会的費用の商品コストへの算入」とは， 補償費用をコストとし

て商品に算入するということを意味すると理解で吉る。

しかしたとえば，日本では，戦前から石炭価格に，石炭鉱害により生じて

いた損害を，賠償する費用が算入されていたといわれている。

このため，石炭資本は石炭鉱害の予防対策をとるかわりに，賠償費を石炭

価格に上のせして価格転嫁を行ない，鉱害問題は一向に解決せず，かえって

激化したのであった。

このように，補償費用をコストとして商品に算入することによっては，価

格転嫁があるため社会的損失をなくす方向に作用せず，かえって公害発生の

「免罪」となる場合があるのである。

このことは，実は，宮本氏自身もみとめられ，また公害税や課徴金の評価
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をめぐって論争となっているところである。

このような問題と理論的混乱が生じた原因は，さきにのべたように，社会

的損失を生じさせた，私的企業の超過利潤追求による費用節約を規制して，

費用を支払わせるという問題，つまり「不変資本充用上の節約」としての公

害防止設備の節約を規制するという根本の問題と，その節約の結果生じた，

社会的損害の補償のための費用を支払わせると L、う問題とが混同されている

からである。

しかも，補償費用の負担の問題についていえば，価格転嫁と， r合理化」

による労働者へのしわょせがあるため，超過利潤からの「はきだし」によっ

て支払われる保証は全くないのである。

以上のように，私的企業が費用として支払わず，社会が支払うという「社

会的費用」の規定は， r社会的損失=社会的費用」とした問題と， 費用概念

の無限定のために，社会的損失を生じさせた，私的企業の超過利潤追求によ

る費用節約を規制して， 費用を支払わせる根本問題とその節約の結果生じ

た，社会的損害の回復補償のための費用を支払わせるという問題が混同さ

れ，ために「社会的費用の商品コストへの算入」と L、う主張は，その意図に

反して，価格転嫁と r合理化」の存在によって， 費用節約による超過利潤

をはきださせる保証は全くなく，公害発生の「免罪」となり，根本の，社会

的損失をなくす方向に作用しない可能性がきわめて大きいものである。

1) W. Kapp， The Social Costs 01 Private Enterprise， p. 229，邦訳265ページ。こ

の部分は，第2版にあたる SocialCosts 01 Business Enteゆrise，(Asia Publishing 

House) 1993にはない。

2) Ibi~. ， p. 13，邦訳 15ページ。

3) 宮本憲一『日本の環境問題』有斐閣， 1975年， 170ベージ。

4) 拙稿， rT不変資本充用上の節約Jの位置と構成J，京大『経済論叢』第117巻第5・

6号， 1976年を参照。

5) 庄司光，宮本憲一『日本の公害』岩波新書， 19，75年， 12ページ。

6) 向上， 192ベージ。

7) 経済的規制と直接的規制との関連がくわしく検討されるべきであり，その上で，課

徴金の位置づけを行なう必要がある。 W.J. Baumol， W. E. Oates， Economics， 
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Environmental Policy and the Quality 01 Lile， (Printice-Hall) 1978， pp. 244-

245，参照。

8) これらの問題については，会計学で議論されているが， さしあたり， 角瀬保雄，

「現代公害をめぐる会計問題J，W経済評論1l1971年 10月号臨時増刊号，参照。

.IV. 私的企業の費用不払いを，社会的費用という必要はない

「社会的費用」とは，私的企業が費用として支払わず，社会が支払うもので

あるとされた。 w.カップによれば， r社会的費用という語は， 生産過程の

結果，第三者または社会が受け，それに対しては私的企業家に責任を負わせ

るのが困難な，あらゆる有害な結果や損失」である。

社会的費用の社会的たるゆえんは， w.カップの場合， さらに， 1私的企

業家に責任を負わせるのが困難」という意味あいをもっている。つまり，私

的企業の生産過程の結果生じても， 1私的企業家に責任を負わせるのが困難」

表公害防止対 策

大気汚染防止対 策 itj !騒
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(出所) W.産業公害』
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ゆえに，社会が支払わなければならない費用ということになっているのであ

る。

しかし，かかる論理は，現実においては，公害防止費用や，回復費用の，

国家，地方公共団体負担を，客観的には「合理化」する弱点をもつものであ

る。

このためJ私的企業の費用不払いを，社会的費用という必要はなしむとい

う当然の批判が出てくるのである。

w.カップ自身， 1975年に京都でひらかれた国際環境保全科学会議の席上

で，蓄積公害の対策費用について，私企業の支払能力の限界のゆ之に，国家

と地方公共団体による負担の必要性をのべている。

宮本氏は， w.カップとちがって，企業負担を強調され， r公共部門だけ

でみれば企業が P.P.P.で負担している分よりも，はるかに大きい補助金が

出ている。これでは社会的費用を企業に負担させたとはいえないのではない

と助成措置

抗〈 f也対1、 }l~ .:T.'!¥i、 工合 無公計'f~三 廃 ヨ:グ〕 工 メ時;、、 ノーム、、
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図公害防止装置生産実績
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(備考〕 日本産業機械工業会調べ。

(出所〕 昭和 54 年度『環境白書~ 66ページ。

か」とのベる。宮本氏も強調されるように， 不況を契機として， 私企業の

「公害防止投資」のおちこみに対して，下水道建設を中心とした官公需要の

のびがいちじるしし、。(図参照〉この他，私企業の「公害防止投資」に対し

て，別表のような，種々の助成措置がとられている。

こうした事態に対して， I社会的費用」 という用語を使用して， 公費負担

を真に批判することはできないとおもわれる。なぜならば，社会的費用とい

う概念には， I私的企業家に責任を負わせるのが困難」で， 社会が支払うと

いう意味が， w.カップが使用したごとく，ふくまれていると， 一般的にも

うけとられるからである。

こうなっているのはやはり，私的企業の費用不払いを社会的費用というこ

とからくる，必然、的帰結ではなL、かとおもわれる。したがって，社会的費用
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という概念はおそらくは，その意図に反して，企業負担ではなく，公費負担

を合理化する弱点をもっているのである。

1) W. Kapp. op. cit.. p. 14.邦訳 16ページ。傍点は引用者。

2) 中村静治『現代工業経済論』汐文社.1973年. 254ページ。傍点引用者。唐鎌直

義 ii社会的費用論」の現段階的意義J(1:1:1大『論究』第10巻第1号.1978年)が「私

的企業の不払い費用の社会化=負担転嫁を社会的費用の名の下に正当イ七J(10ページ〉

しようとしていると批判している。

3) If朝日新聞JI1975年 11月201:1付. If日本経済新聞J1. Ifサンケイ新聞』同日付参照。

4) 宮本憲一.i環境政策一一一20年目の決算書J.If世界JI1979年5月号. 180ベージ。

V. 発生源対策費用，被害損害額，復元補償費用

が区別されず，一括して社会的費用とされ否

宮本氏も， W.カップも，予防第 1の立場から，予防をおこたったために

おこる損失の大きさを強調される。しかしながら，さきにみたように，私的

企業の超過利潤追求による費用節約と，その結果生ずる，社会的損失(その

貨幣評価額) との混同があるために， 社会的費用のなかに， 発生源対策費

用，被害損害額，復元補償費用が区別されず一括される。このために，予防

対策の重要性，それと損害との対比の意味がうすれたものとなってしまう。

たとえば，宮本氏はこうのベる。

「社会的損失を防止するには，まず，原因者に損失を負担させる制度が必

要である。公害防止費用の負担原則を確立することによって，利潤原理を

抑制しなければならない」。

ここでは，損失と，公害防止費用とが混同されている。

「被害補償費，復元費，公害防止費など直接・間接の公害対策費を算定し

てこれを社告的費用として，原因者に寄与度に応じて負担させる方法」。

ここでは，社会的費用が，直接・間接の社会的費用とされ，被害補償費，

復元費，公害防止費が一括される。

W.カップも実物表示論の立場からつぎのようにし、う。

「社会的費用とは，物的表示(すなわち，環境や人間の健康や生命の破壊

によって表わされたマイナスの社会的影響による)， あるいは廃棄物の処
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j型に起因する損害の予防や補償に要する労働によって測った実質支出表示

によるものであるJ。

ここでは， :1員害の予防と補償をさしている。

以上のような，社会的費用概念の混乱に対して， すでに， W. ミハノレスキ

ーが以-fのように，問題を整理していた。

「社会的費用とは，市場的に条件づけられない，その侵害の惹起者が負担

していない(その分だけ節約している)"諸費用ミをしめしているのか，

それとも，その惹起者以外のだれかがもしその侵害をとりのぞこうとする

なら費やさねばならないだろうミ諸費用ミ(潜在的予防費用〉が意味され

ているのか，あるいはまた，その非市場的な侵害の結果として第三者によ

って事実上負担されている損失を社会的費用として理解すべきであるの

か，このような問題も説明されてはいない」。

まさにそのとおりで，節約分，予防費用，社会的損失が区別されることな

く使用されているのである。

このような混乱があるために， 日本においては，社会的費用論に対して，

「費用は，広い意味での犠牲，損失と境界がつかなくなっている。そのため，

社会的費用は，企業の事業活動が外部にあたえた損失についての計算額と，

損失を事前に防ぐための費用とが，いたるところで混同されたまましめされ

ていZ」，「『社会的損失』と『社会的に必要な費用』とが混同されている}

という当然の批判が出されているのである。

発生源対策費用，被害損害額，復元補償費用が一括して社会的費用とされ

ているため，宮本氏の場合には，その社会的費用全体を原因者に負担させる

とL、う意図とは反対に，予防対策の重要性，それと損害との対比の意味がう

すれたものとなってしまっているのである。

ところで，宮本氏は， もう 1つの社会的費用の算定方法として，宇沢弘文

氏や W.カップの所説を参考として，社会的福祉水準達成のための費用を，

社会的費用とすると L、う方法をも提唱される。

「健康で安全で快適な生活環境を保全する社会的福祉水準」の設定が，そも
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そも可能かどうかという問題が存在するとともに，このような予防対策の費

用を社会的費用とすると，社会的損失=社会的費用(プラス絶対的損失)と

して出発した議論からの当然の帰結として， I予防費用」が社会的損失のな

かにふくまれてしまうことになる。

しかし， I予防費用」は，し、かなる意味においても，社会的損失にふくま

れえないことは明らかである。

かかる論理矛盾が生じたゆえんは，発生源対策費用，被害損害額，復元補

償費用が，概念的に区別されず，社会的費用のもとに一括されたためである。

この混乱をさけるためには，予防対策を別にして，被害損害，復元補償を

社会的損失とすることが必要である。そして，予防対策は，生産規模，生産

設備，経営の内容にもたちいった規制が必要となってくるのである。

また，予防対策といわれるものは，生産設備の本体とは別個のものをつけ

加えるものではなく，生産の本来の目的からして，人間の生存をおびやかす

生産物や廃棄物を排出しないように生産を計画することであり，その意味で，

公害を出さないことが本来の生産であり， I予防費用一| とし、う概念も成立し

えないことになるのである。

いわゆる i公害防止産業」といわれるものも，全く新しい商品をつくりだ

した産業ではなく，これまでの機械・装置を目的に応じて組みあわせたもの

が多くまた， I公害防!と装置」といっても， 廃物の再利用のための装置も

ふくまれていることも留意されねばならなし、。したがって， 1-公害防l上費用J，

「公害防止設備」といわれるものを，独立した概念として定立しうるかどう

かも問題とされなければならなL、。

いずれにしても，社会的費用概念の使用は当をえたものではないことは，

以上で明らかであろう。

1) 宮本憲一『社会資本論~ 161-164ベージ。 W.Kapp， Social Costs and Social 

Benefits-A Contr・ibutionto normative Economics， E. Beckerath her. Prob-

leme der no内情。tivenOkonomik und der wirtschjtstolitischen Berafung， Berlin， 

1963， S. 209， r社会的費用と社会的便益J，前掲『環境破壊と社会的費用』所収， 124 

ベージ。 W.Kapp， Environmental disruption; general issues and method-
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ological problems， op. cit.， pp. 18-19，邦訳，同上， 313ページ。

2) 宮本憲一『日本の環境問題~ 16ベージ。

3) 庄司光，宮本憲一『日本の公害~ 188ページ。

4) W. Kapp， Environmental disruption; methodology and general issues. op. 

cit.， p. 11，邦訳， 302ページ。

5) W. Michalski， a. a. 0.， S. 12，邦訳6ページ。

6) 工藤晃『日本経済と環境問題』大月書庖， 1975年， 82ページ。 ζの批判は，宇

沢弘文『自動車の社会的費用~ (岩波新書， 1974年〉にむけられたものである。

7) 中村孝俊「公害の経済学j，日本科学者会議編『講座，現代人の科学， 8，公害と人

聞社会』大月書j苫， 1975年， 204ベーゾ。

8) 庄司光，宮本憲一『日本の公害~ 189ページ。

9) 村田喜代治『地域開発と社会的費用~ (東洋経済新報社， 1975年〉第7章は，公害

防止を第1とする立場からではあるが，あくまで社会的費用概念を使用され， I社会

的費用の事前の内部化」として， I安全性」の確認を位置づけている。しかし，ここま

でくれば，社会的費用概念の無力は明らかである。安全性の確認の問題は，費用問題

にとじこめられない，産業構造，産業政策，産業規制などの問題となってくる。

また，村尾質「物流公害とその予防費用j(~経済評論~ 1975年 12月号， 101ペ

ージ)は，公害の「予防費用」をもって社会的費用としているが，とうなると，社会

的損失にはふくまれない新たな社会的費用の概念を意!JIHしなければ，つじつまがあわ

なくなるo

10) 拙稿 I~無償の自然力』と資源・環境問題j，北大『経済'1:.研究』第29巻第 3 号， 1979年。

11) 宮川昭平『公害防止機器業界』教育社， 1977年， 14ベージ。

む す び

マルクス経済学が，その生き生きした分析力を発揮するためには，現実に

提起される課題にとりくみ，その分析の手法や概念をたえず発展させなけれ

ばならない。

そのために，近代経済学の手法や概念をも批判・検討の上で，積極的に摂

取していくことが必要であることはいうまでもなし、。

しかしながら，基本概念の批判・検討・再加工が，不十分であるならば，

現実の経済現象を正確に把握し，正しい解決方向をうちだしていくことはで

きない。

さながら労働と労働力概念の区別が，剰余価値把握にとっての，決定的
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環であったごとく，社会科学における基本概念の厳密性は，全社会現象把握

のためのキーストーンである。

公害問題の分析にとって， r社会的費用」概念も， その一例であるといえ

よう。

本稿で検討した，宮本氏と W.カップの所説は，その意図において，①マ

ルクスの「社会的損失」をその出発点として，②公害予防対策を強調し，③

それを私的企業が節約することによって生ずる，社会がうける損失のぼう大

さを強調し，④社会的損失を費用概念にとじこめることの限界に気づかれ，

宮本氏は絶対的損失論， W.カップは実物表示論を提起され， ⑤社会的損失

を，損失惹起者が負担することを強調される(この点は W.カップにおいて

は弱し、が)。

以上の諸点については，先駆的業績として評価できるものである。

しかしながら，両氏がともに，公害問題を主として「社会的損失」概念を

中心にとらえ， r社会的損失=社会的費用」 とされることから， 以下の理論

的混乱を生じさせ，部分的にはさきの意図とも相反する結論が導き出される

こととなった。

①社会的損失を，費用概念にとじこめることの限界に気づかれ，宮本氏は

絶対的損失論， W.カッフ。は実物表示論を提起された。しかしながら，貨幣的評

価を前提とする，社会的費用概念を依然として両人とも使用されている。こ

れは自己矛盾であり，厚生経済学派の社会的費用論にも有効に対処できない。

②私的企業が，費用として支払わず，社会が支払うという，社会的費用の規

定は， r社会的損失=社会的費用」とした問題の上に，費用概念の無限定のた

めに，社会的損失を生じさせた，私的企業の超過利潤追求による費用節約を

規制して，費用を支払わせるという根本問題と，その節約の結果生じた，件会

的損害の補償回復のための費用を支払わせるとし、う問題とが混同される。こ

のため r社会的費用の商品コストへの算入」とし、う主張は， その意図に反

して，価格転嫁と「合理化Jの存在によって，費用節約による超過利潤をは

き出させる保証は全くなく，公害発生の「免罪」となり，根本の社会的損失
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をなくす方向に作用しない可能性がきわめて大きし、。

③とくに， W.カップの場合， r私的企業家に責任を負わせるのが困難」

ゆえに，社会が支払わなければならない社会的費用と L寸規定は，現実にお

いては，公害防止費用や，回復費用の，国家，地方公共団体負担を合理化す

ることとなる。これは， もともと，私的企業の費用不払いに原因がある問題

を，社会的費用と規定するところにも起因している。

④発生源対策費用，被害損害額，復元補償費用が一括して，社会的費用と

されているために，宮本氏の場合には，社会的費用全体を原因者に負担させ

るという意図とは反対に，予防対策の重要性，それと損害との対比の意味が

うすれたものとなってしまう。

⑤そもそも「予防費用」と L、う概念自体が資本主義的生産の観点からうま

れたもので，この「予防費用」を， 社会的費用の中心とすると， r社会的損

失=社会的費用」とした論理の帰結として， r予防費用」が社会的損失のな

かにふくまれ，予防=損失という矛盾をきたすこととなる。

この混乱をさけるためには，予防対策を別にして，被害損害，復元補債を

社会的損失とすることが必要である。そして，予防対策は，生産規模，生産

設備，経営の内容にもたちいった規制が必要となる。

以上のごとく，公害問題を主として社会的損失概念を中心にとらえ， さら

にこの社会的損失を社会的費用と等置して使用することは，種々の論理矛盾

と，その意図に反する結論をもたらすゆえに，当をえたものとはいえないの

である。


