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経済学研究 33-4 
北 海道大学 1984.3 

「総計一致2命題」と「マルクスの基本定理」

一一利潤源泉論としての「基本定理」の再構成一一

五味 義

はじめに

利潤の源泉は搾取された剰余労働にあるとい

う命題は，現代経済学の諸潮流の中でマルクス

経済学を特徴づける基本的諸命題のひとつであ

る。今日，この命題を説明するための論理とし

て，いわゆる「転形論」りと「マルクスの基本定

理J(以下， r基本定理」と略)と呼ばれる方法

が知られている。前者はいうまでもなく K.

マルクスによって，後者は置塩信雄(以下，敬

称略)によって提出されたものである。これら

二つの方法は，共通の問題領域をもちながらも

その論理構造は大変異なっている。「転形論」は

長い論争の歴史をもっているが， r基本定理」も

またマルクス経済学と「近代経済学」との現代

的な論争の中から生れた重要な理論的産物とい

えよう。

本稿の中心的課題は，置塩によって提出され

た総計一致2命題の再評価を通じて， r基本定

理」を利潤源泉論としで補強することにある。

これは同時に， P. A. Samuelsonがマルクス

経済学に対して行っている諸批判のひとつに答

えることにもつながる。

主題にはいる前に，マルクスの総計一致2命

題と「転形論」を，利潤源泉論の視角から簡単

に検討しておこう。というのも，それによって

置塩の総計2命題および「基本定理」の理論的

性格と位置が，いっそう鮮明になると思われる

1)本稿では， r剰余価値の平均利潤への転形」および
「価値の生産価格への転形」の理論を「転形論」と
略す。

からである。

ただし，本稿の考察の範囲は「単純なレオン

チェフ経済」のに限定する。

第 1章 Marxの総計2命題と「転形論」

「転形論」には，1)生産価格はいかに形成

されるか， 2)利潤の源泉は何か， 3)利潤源

泉はいかに隠蔽されるか， という 3つの問題群

が含まれているわ。本章によって， r転形論」は，

その現代的な発展にもかかわらず，利潤源泉論

としては相当の告u約と困難をもっていることが

示されるであろう。

U. Marxの総計一致 2命題

周知のような Marx による価値から生産価

格への転形手続きは，彼自身も認めているよう

に刊転形後も費用価格が価値のままであると

いう点で不十分であって， ここから有名な「転

形論争」が生じた。L.von. Bortkiewicz C 2 J 

を発火点とするこの論争では，費用価格をも生

産価格化した場合に， Marx の総計一致2命題5)

Marx命題 1 総生産価格=総価値

Marx命題2 総利潤=総剰余価値

が両立するか否かという問題に焦点、がおかれて

きた。というのも，多くの論者によって，命題

1は価値が価格を規制することを，命題2は利

2)投入・産出の再生産体系としてみた経済を「レオ

オンチェフ経済」と呼ぶ。1"単純なレオンチェフ
経済」では，固定資本，代替的生産方法，結合生
産および複雑労働の存在が捨象される。藤森頼明
(5 J (1) 16頁，参照。

3)白銀久紀 [26J82頁，参照。
4) Marx [10J Bd. III， S. 174，参照。
5) Marx [lOJ Bd. III， S. 169， 1820 
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潤の源泉が搾取された剰余労働にあることを説

明するための，不可欠の媒介環であるとみなさ

れてきたからである。今日，この 2命題は，森

嶋通夫が総括しているように円 次のような条

件の下で両立しうることが知られている。

(1) 全部門の資本構成が均等である。

(2) i生産財兼消費財」わの存在しない経済に

おいて「諸産業が一次従属」である。

(3) 部門バランスが「ノイマンよじ」をとる。

これらのうち， (1)は説明を要しないであろう。

(2)は，諸部門の生産技術および実質賃金率が相

互に特定の量的制約関係にあることを意味し，

(1)をその特殊ケースとして含む。 (3)における

「ノイマン比」とは，経済全体として，各財の

産出量が各財の直接・間接の投入量に比例する

ような部門構成比のことである九 このような

部門構成比は，社会の剰余生産物が全て蓄積に

あてられ，かつ各部門の成長率が均等である場

合に実現する。「ノイマン比」は， 単なる架空

の構想物ではなく，蓄積を至上命令とする経済

体制におけるひとつの極限状態として重要な理

論的意味をもっている。高須賀義博は， これを

「論理的現実性」ととらえ， iMarx価値論の

黄金時代」が現出したと評価している 9)。

しかしながら，資本家の個人消費が存在する

場合， i諸産業が一次従属的」であるとし、う特異

な条件が成立しない場合，および「生産財兼消

費財」が存在する場合もまた「論理的現実性」

を有する。これら種々の「論理的現実性」を許

容するような一般的・包括的な次元では， Marx 

総計2命題が成立するという法則は発見されえ

のないのである。

もちろん，次のような反論もあろう。 Marxが

のべているように， i資本主義的生産全体では，

つねに，ただ非常に複雑な近似的な仕方で、のみ

-一般的な法則は支配的な傾向として貫かれ

6)森嶋 (14)第7，12章，参照。
7)生産財としても消費財としても直接使用できる財

を，本稿では便宜上「生産財兼消費財」と呼ぶ。
8)藤森 (5J (1) 37頁，参照。
9)高須賀 (28)131~134頁。

るJ)O) ものである。複雑でダイナミックな資本

主義経済を説明するのに，多少の量的不一致な

ど問題ではない。要は，剰余価値がなにゆえ資

本の所産として現われるのかという，いわば質

的な論理が解明できればよいのだ，と。しかし，

たとえわずかであろうと，問題となる総計の不

一致は，理論と現実の聞に生ずるものではなく，

理論モデルそれ自身に内在するものである。す

なわち， Bortkiewiczがのべるように， i理論

的表式自体に内在し， したがってなんらかの撹

乱要因がなにも影響を及ぼさないところの背理

が問題になっているのであるJ11)。

一体，差額分の利潤が地からわいたり，剰余

価値の一部が蒸発してしまうことがあるのだろ

うか。実は， このような疑問は，価値と生産価

格とを，また剰余価値と利潤とを，同一平面上

で比較することから生ずるのである。

S 2. 価値と生産価格の次元の相違

「次元の相違」とし、う言葉は，第一に単位の

質の相違を示すものとして，第二に論理レベル

の相違を示すものとして用いられる。 H. D. 

Dickinsonは，主として第一の意味を念頭に

おいて，次のように指摘した1九そもそも価値

と生産価格という次元の異る量を等置すること

自体が無意味である。価値は労働量で価格は貨

幣量で測られる。価値と価格の講離率は労働時

聞を貨幣に連結する因数である， と。このよう

に考えると， Marxの総計 2命題は，その当否

を問う以前に，そもそも無意味なことになる。

そこで置塩は， 価値を価値価格13) に置きか

えた上で， 有意味な形で Marx2命題の当否

を検討した。その結果 2命題は一般的にはい

ずれも成立しないことが明らかにされたl針。か

10) Marx (10) Bd. III， S. 171
0 

11) Bortkiewicz (1) 72~73頁。
12) Dickinson (4)。
13)価値価格とは，いわゆる「価値どうりの価格」の

ことである。すなわち，ある商品の価値価格は，
この商品と等しい価値を有する貨幣商品の量に等
しい。

14)置塩 (21)42~44頁。
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かる結果は，貨幣商品の存在を明示的に導入し

た推論によって導かれたものである。

もちろん，藤森頼明のように15う総価値を一

種の「ニューメレール」とみなす考えに立てば，

総生産価格=総価値という命題は容認しうるか

もしれなし、。このような操作は事実上，質的に

異なる 2つの経済量を表現する数値が一致する

ように，単位そのものの大きさを調整すること

を意味する。とすれば， この命題自身は一種の

無害な数値合わせであって，何ら法則的な内実

を有するものではない。

仮に， Marx命題 1が「法則的に」成立した

としても，それをもって商品の価値が商品の価

格を規制することの根拠となしうるであろう

か。総計の一致は，各種の商品の価格が価値か

ら希離することに対して，何らの制限をも加え

ない。E.von Bohm-Bawerkがのベるごとく，。000。
「全商品を全体として考察し，諸価格の総和を

とると， この全体の内部に存在する関係の考察

を……必然的に回避することになj16) りはしな

いだろうか。むしろ，価値が価格を規制すると

いうことは，次のような意味に解すべきであろ

う。すなわち，高須賀義博が明らかにしている

ように，相対生産価格が相対価値価格から講離

しうる最大限度は，分配関係とは独立に，生産

技術体系によって規定されているということで

ある 17)。

S 3. 生産価格の「発生的」な導出

Marxの意図した「転形論」の特徴は，単な

る価値と生産価格との数量関係の解明にではな

15)藤森 [5)(1) 34頁。
16) Bδhnト Bawerk[3) 61頁。
17)高須賀 [28)204~207頁参照。相対生産価格は諸

商品の生産価格の相対的比率を，相対価値価格は
諸商品の価値価格の相対的比率を意味する。また，
ここでいう「分配関係」は実質賃金率や利潤率に
示されるかぎりでの分配関係であり， r生産技術」
は技術的構成や労働生産性に示されるかぎりでの
生産技術である。本稿では，諸部門における「生
産技術」の有機的全体という意味で， r生産技術
体系!という表現を用いる。

く，価値という本質的範鴎から出発して生産価

格とし、う現象的範曙を導出するための，いわば

「発生的」な方法にある。

しかし， Samuelsonがのべるように18l， Marx 

の価値概念を全く用いなくとも，生産係数と実

質賃金率が与えられれば，一般的利潤率の絶対

的な高さと相対生産価格を演縛することができ

る。 Bortkiewicz流の転形手続き間は，結局，

価値方程式から価値を消去して価格方程式に還

元する手続きにほかならない。これは， r転形」

という問題そのものを消去することにほかなら

ない問。この意味において，唐渡興宣が， r手離

率を未知数にするということは，生産価格を未

知数にしていることと同義である J21) とのべて

いるのは当をえている。もちろん，五jE離率を用

いた Bortkiewicz流の方法は，価値と生産価

格との量的な関係を定式化したかぎりでは評価

されうるが，根本的な意味において価値から生

産価格を導出するものではない。

これに対して，置塩信雄は， Marx命題 1を

維持しつつ， Marxの行った転形手続きをさら

に繰り返して押しすすめ，いわば逐次転形の極

限として生産価格を導出しうることを示した判。

これは，価値から生産価格を導出する非可逆的

な過程と考えられる。唐渡は， この過程を，価

値・剰余価値という経済的諸関係を示す形態が，

生産価格・利潤という「経済的に認識可能な白

立的姿態にどのように転化して来たのかという

発生的機構J23!を説明するものと評価している。

別の言い方をすれば，社会的必要労働を基準と

する評価体系から，利潤率を基準とする評価体

系が「発生的」に導出されるのである。

価値から生産価格を導出する「発生的」過程

は， r投入，産出関係，したがって，商品による

商品の生産において」開表示される。連続的「発

18) Samuelson [24) P. 411， 103頁。
19) Bortkiewicz [2)。
20) Samuelson [23)。
21)唐渡 [6)172~173 頁。
22)置塩 [21)第4章。
23)唐渡 [6)171頁。
24)唐渡 [6)174頁。
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生」過程の各段階では，前段階で規定された価

格によって当段階の投下資本が評価され，当段

階の一般的利潤率および商品の価格が決定され

る。各段階では，一回の投入と一回の産出がな

される。したがって，出発点としての価値体系

と最終的な完成姿態としての生産価格体系との

聞には，一般には無限回の投入・産出過程が介

在していることになる 25)。とすれば，完成され

た生産価格体系における利潤の源泉が，出発点

の価値体系で生産された剰余価値で、ある，とは

説明できないであろう。なぜ、なら，それを説明

するためには，剰余価値も利潤も同ーの段階に

おし、て確定されねばならなし、からである。しか

も，一般には，逐次転形を行う毎に，総利潤量

は総剰余価値量から手離してゆき， Marx命題

2は成立しなくなるのである。

~ 4. 価値と生産価格の相互変換

単なる量的変換問題として考えるならば，

Marxとは逆に，生産価格を価値に「転形」す

ることも不可能ではない。L.L. Pasinettiは，

「価値の生産価格への転形」を一方の評価体系

から他方の評価体系への線型変換問題として定

式化している 26)。

彼は，価値方程式と生産価格方程式との分析

から，価値ベクトルを生産価格ベクトルに変換

する行列 (i変換行列」と略)を抽出する。この行

列は，結局，生産技術と実質賃金率によって規

定されている 27)。そして，この行列の逆行列

は，生産価格から価値への逆変換を可能にする

のである。ただし， ここでいう生産価格は，貨

幣賃金率または労働者 1人当りの純生産額をニ

25)但し， iマノレタス・レオンチェフ経済jにおいて諸
産業が ih階一次従属」であれば， h聞の投入産
出過程によって，生産価格が完成する。藤森 (5J
(I) 41~42 頁，参照。

26) Pasinetti (22J i第V章への付録」。

27)この行列は，直接には生産技術，実質賃金率およ
び一般的利潤率によって規定される。だが，一般
的利潤率は生産技術と実質賃金率によって規定さ
れている。

ューメレールとして表現されたものであって，

Marxの総計 2命題の成立はいずれも保証され

ない。

価値と生産価格とが数量的には相互に変換可

能であるということは，価値が生産価格に対し

てより基礎的な範障であることを，否定しうる

であろうか。生産価格を逆変換して価値を求め

るためには，まず生産技術と実質賃金率によっ

て生産価格を規定し，次に，生産技術と実質賃

金率によって規定される変換行列を作用させな

ければならなし、(下図参照)。すなわち，生産価

格→価値という変換は，生産価格に反映されて

いる情報から実質賃金率というファクターを消

去することを意味する。というのは，そもそも

価値を決定するためには生産技術を知るだけで

よいからである。このような意味において，価

値は生産価格に対してより基礎的な範鴎である

といえよう 28)。

~生産価俗

~\\ì 
価値「 ¥¥  

実質賃金率
¥¥| 

産技術体

S5. 資本の部門間移動を含む転形

Marxによれば，各生産部門において投下資

本価値に対する剰余価値の比率として規定され

たれ、ろいろに違う利潤率は，競争によって……

一般的利潤率に平均化される J29)。したがって，

平均利潤率と生産価格は資本の部門間移動を通

じてはじめて成立するものである。しかるに，

これまでの諸家による転形手続きでは，転形の

前後で部門構成が何ら変化していない。

28)この問題はちょうど，物体の移動距離 D は時間
Tによって速度 V=DT-¥に変換され，逆に，速

度 Vは時間 Tによって距離 D=VTに変換さ
れるのと似ている。距離と速度の相互変換が可能
であるといっても，距離が速度に対してより基礎

的な範鴎であることは否定しえないであろう。
29) Marx (lOJ Bd. III， S. 167。
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越村信三郎は， このような反省に立って，資

本移動を許容する転形を試みている問。そのた

めに彼は，価値体系と価格体系との変換定理を，

単純再生産の均衡条件を完全に満たす 3部門モ

デノレにおいて導出する。この「変換定理」は，

価値から生産価格への転形のみでなく，生産価

格から価値への逆転形をも包括している。しか

し，特徴的なのは Bortkiewicz が価値と価

格の希離率を各部門の商品に関して定義してい

るのに対して，越村は「背離率」を各部門の商

品の各構成要素に関して定義している，という

ことである。したがって 3部門分割 3価値構

成では， 9個の「背離率」が未知数となる。これ

は，価値体系と価格体系の聞の部門構成の相違

のみでなく，両体系の聞の資本構成の相違をも

許容する枠組を提供する。そこで， 1"背離率」の

決定のために，単純再生産という制限的な仮定

が導入されたように思われる。しかしこれだけ

では，なお「背離率」は最終的には決定されず，

Marxの総計2命題の成立も保証されない。

そこで越村は， 1"最狭義の転形問題」として，

2つの総計一致を外部的な制約条件として変換

手続きに課している。だがその場合には，資本

の技術的構成も違った値に変換されなければな

らなくなる 31)。ゆえに，価値体系と価格体系と

は，単に部門構成が異なるだけでなく，生産技

術体系も異なってくる。したがって， このよう

な転形方法では，たとえ転形前と転形後との聞

で Marxの総計一致2命題が成立したとして

も，価値体系で生産された剰余価値が生産価格

体系において利潤として現われるとは言えない

であろう。

~ 6. 小括

以上の検討が妥当であれば1"転形論」にお

ける Marxの総計 2命題に閲しては次のこと

30)越村 C7J 第16，17章。
31)たとえば，越村 C7)260頁の表から，第2部門の

技術的構成に対する第 1部門の技術的構成の比を
割り出してみると， I価値計算」の体系では2.33で
あるが， I生産価格計算」の体系では1.66になっ
ている。

がし、える。

1 )価値量の単位と生産価格の単位との次元

が異なると考えるかぎり 2命題はそもそも無

意味であり，真偽判定の対象にすらなりえない。

2)価値を価値価格におきかえて生産価格と

比較可能ならしめても，貨幣商品の生産を考慮

に入れれば 2命題は一般にはどちらも成立し

ない。

3)数値の上で命題 1が成立するように価格

の単位の基準化を行ったとしても，それが命題

2と両立するのは， 1"単純なレオンチェフ経済」

の枠内においてさえ，相当きびしい条件に制約

された場合だけである。

4)仮に，総計 2命題が両立したとしても，

逐次転形の極限として導出される生産価格体系

における利潤の源泉が，出発点の価格体系にお

ける剰余価値である， と主張することには困難

がある。

したがって， 1"転形論」における Marxの総

計一致2命題を根拠として，社会総体的にみれ

ば利潤の源泉は搾取された剰余労働である， と

主張することには相当の制約と困難がある。現

段階における「転形論」は，利潤源泉論として

はなお重大な問題を残しているように思われ

る。

しかしながら， 1"転形論争」を通じて少なくと

も次のことは確認された。

a)相対生産価格が相対価値32)から求離しう

る限度は，分配関係から独立に，生産技術によ

って規定される。この意味において，価値は生

産価格を規制する。

b)一般的利潤率および相対生産価格は，生

産技術体系と実質賃金率が与えられれば決定す

ることができる。

c)価値と生産価格とは数量的には相互に変

換可能であるが，生産技術体系が分配関係より

も基礎的であるかぎりで，価値は生産価格に対

してより基礎的な範時である。

32)相対価値(諸商品の価値の相対的比率)は，相対

価値価格と一致する。
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ごうしてみると，価値論を経由せずにー般的

利潤率と相対生産価格を導出しうるというかぎ

りでは，我々は Samuelsonの主張に同意しな

ければならなし、。しかし，彼は，なにゆえ，ま

たいかなる条件の下で，価格体系が正の利潤を

含みうるのかという問題を，経済学的に深く追

求することを回避しているように思われる。こ

の問題を提起するか否か， この問題にし、かに答

えるかは，ある意味において現代経済学の分水

嶺をなすといってよいだろう。この問題の追求

の過程で， i価値」とし、ぅ用語はきわめて重要な

役割を果してきたのである。そして， この問題

に明確な解答を与えたのが，置塩信雄によって

提出され，森嶋通夫によって「マルクスの基本

定理J(Fundamental Marxian Theorem)と

名づけられたところの理論である。

第2章 「マルクスの基本定理jに関する

諸見解

最も狭く解するならば， iマルクスの基本定
プラス

理」とは，利潤が正であるためには剰余労働の

搾取が存在しなければならないと L、う命題を，

下向法を含む形式論理的に整合的な方法で論証

したものである 33)。

今日， i基本定理」に関する研究は，固定資本，

結合生産，代替的生産方法，複雑労働および技

術変化などを含む次元につき進んでいる 3針。し

かし， i基本定理」を利潤源泉論としてとらえる

場合， i単純なレオンチェブ経済」の枠内におい

でさえなお問題が残っている。以下に見るとこ

ろの， i基本定理」に関する置塩， 森嶋および

W olfstetterの所説は，それぞれ独自の文脈の

中で展開されている。本章は， これら諸説の全

33)この命題は，たしかにマノレタス経済学の基本的諸
命題の lつであるが， Iマルクスの基本定理」とH手
ぶにふさわしいかは，マルクス学説の全体系11'1な
検討を要する問題である。しかし本稿では，便
宜上 I Jつきの留保をつけた tで，かかる用語
法に従う。

34)藤森 (5J， Wolfstetter (29J，参照。

般的な評価ではなく，本稿の主題によって限定

された観点、からの検討を呂的とする。

U. 置塩信雄

置塩による「基本定理」の論証は，彼の諸著

作((18J，(19J， (21]など)の中で、行われてい

るが， この中でも『資本制経済の基礎理論』

((19J)第 1， 2章における論証が，諸概念の

重層的な展開という点で、すぐ、れているように思

われる。それは，次のように要約できる。

砂価値

商品の価値は，その生産に直接・間接に必要

な労働量できまる。価値の大きさは決して不可

知なものではなく，各部門の生産技術を表わす

生産係数がわかれば，連立方程式体系の解とし

て求めることができる。

惨純生産可能条件

総生産物から生産のために消耗した生産財を

控除した部分は純生産物と呼ばれる。純生産物

の生産が可能であるためには，各部門の生産係

数が特定の条件を満たしている必要がある(純

生産可能条件)。この条件は¥，、かなる社会形

態にも共通な物質的再生産の必要条件であっ

て，価値決定方程式の解の正値性を保証するも

のである。

砂剰余条件

剰余生産物とは，純生産物から労働力の再生

産に必要な消費財を控除したものである。そし

て，各部門の剰余生産物が負にならないための

条件を，再生産可能条件と呼ぶ。剰余労働とは，

労働者が支出した労働から労働力の再生産に必

要な労働を控除したものである。すると，剰余

生産物の存在条件(剰余条件)は剰余労働の存

在条件と一致する。

砂利潤の存在条件

各部門で利潤が存在するためには，諸商品の

支配労働はそれらの価値よりも大きくなければ

ならない。今，剰余労働を規定する際の「必要

労働」を，労働者がその賃金で購入しうる，あ

る一部門の生産物の価値によって規定しよう。
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すると，勾剰余労働が行われる之，とは支配労働が

価値より大きいことと等値である。ゆえに，各

部門で利潤が存在するためには，剰余労働の行

われることが必要である。だが，逆に，剰余労

働が行われているからといって全部門で利潤が

発生するとは限らなし、。相対価格の状態によっ

ては，ある部門で利潤の生じないこともありう

るので、ある。

以上のような置塩の議論によって，剰余労働

が利潤存在の必要条件であることが，資本構成

が全部門均等であるとか資本家の個人消費がゼ

ロであるとか「生産財兼消費財」が存在しない

とかし、った，特殊な制約条件を課すことなく説

明された。剰余労働を考察する場合と利潤を考

察する場合との聞に，何ら部門構成や生産技術

の変動は存在しない。まさしく，今期行われた

剰余労働が今期の利潤の基礎となっているので

ある。

ただし，剰余労働を規定する際の「必要労働」

の定義が二元的なのは問題である。置塩は「必

要労働」を， r剰余条件」の節では「労働力再生

産のための必要労働j35) として把握しながら，

「利潤の存在条件」の節では，事実上，労働者

がその賃金で買えるある 1つの部門の生産物の

価値によって規定している 36)。むしろ， 置塩

(18J， (21]におけるように r労働力の再生

産のために必要な労働」に統ーした方が，論旨

一貫するように思われる。

叙述の方法からみると，置塩の論理展開は，

各段階に下向法を含みつつも全体として上向法

の体系をなしている。そこには，物質的再生産

の一般的条件を特殊な社会形態における再生産

の条件かち明確に区別し，前者の一般的基礎の

上に後者の特殊的諸関係を重層的に展開する，

という方法的視角がにじみ出ている 37)。このよ

35)置塩(l9J50頁。
36) 1"労働者が単位労働当り受取る賃金を第 i商雨lで

iHUったとき，それだけの第i商品を生産するに要
する直接，間接の労働量」置塩(l9J58頁。

37)置塩1"我々はまず社会形態のいかんにか Lわら
ず，いずれの社会においても行われなければなら
ない再生産の一般的法則を明らかにすることから

うな方法をさらに徹底するならば，純生産可能

条件はむしろ価値決定方程式の前に置かれて然

るべきであろう。なぜ、なら，第一に，純生産可

能条件はいかなる形態の社会にも成立するもの

であるが商品の価値は特定の社会形態に固有の

ものであり，第二に，価値方程式の解の正値性

は純生産可能条件の成立を前提とするからであ

る。

~ 2. 森嶋通失

森嶋の著書“ Marx'sEconomics" ((14J) 

は， r基本定理」を国際的な舞台にのせるために

大きな貢献をした。本書の中で「基本定理」に

直接関わるのは，第 1， 2， 5章である。

彼はまず最初に，置塩とは違って， r生産財兼

消費財」の存在を排除し生産財部門と消費財部

門を明示的に区別した上で，基本的には置塩と

同じ方法で38) 諸商品の価値を決定する(第 1

章)。各商品の価値が正であることは， 生産財

部門の投入係数行列が「生産的J39) であるとい

う仮定によって保証される。森嶋はこれを，

Marxの労働価値論の「隠された仮定」である

としている(第2章)。この仮定条件は，置塩の

「純生産可能条件」と同値のものである。もち

ろん，諸部門の相互依存関係を表す連立方程式

によってではなく，いわば代表的生産点、の視点

，から生産物の価値を生産手段価値と価値生産物

との和として規定した Marxにとっては，商

品の価値が正である理由は隠Lょうもなく自明

であった。森嶋のいう 「隠された仮定」は，

Marxの価値が正であるための条件というより

は，むしろ価値決定方程式の解が正であるため

の条件というべきであろう。

次に森嶋は，搾取率を支払労働に対する不払

始める。J(17J 6頁。
38)森嶋は，独特のマルクス解釈によって，置塩とは

兵った価値量の規定も行う。だが， 1"単純なレオ
ンチェブ経済」においては，これら 2つの価値規
定は量的に一致する。

39)森嶋は，非負正方行列 A に対して，X>AXをj荷
たす正のベクトル X が存在するとき，A を「生
産的」としている。(l4JP. 22， 26頁。
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労働の比率もじくは必要労働に対する剰余労働

の比率と定義し， これが剰余価値率に等しいこ

とを示す(第5章)。全部門で利潤が生ずると

きには，生産手段の投入係数と労働養育の投入

係数の行列は「生産的」である。したがって，

各部門の生産規模を適当に定めれば，全ての財

について剰余生産物が発生する問。これは，搾

取率が正であることを意味する。こうして，数

学的にきわめてエレガントな手法で，利潤一一

剰余生産物一一搾取れ、う連鎖が描き出される

のである。この連鎖は，実物体系と価値体系と

の双対性，実物体系と価格体系との双対性とい

う 12重の双対性」刊に立脚していると考えら

れる。

しかし， I資本家による労働者の搾取が，正の

利潤をうみだす一組の価格一賃金の存在にとっ

て……必要かつ十分な条件であるJ4むという森

嶋の言葉には注意を要する。というのは，資本

家による搾取は，全ての部門に正の利潤をもた

らすための十分条件ではなし、からである。全て

の部門に正の利潤をもたらすためには，適切な

相対価格体系の実現が必要である。搾取の存在

は，必ずしもこれを保証するものではない。彼

が「全産業で正の利潤をもたらすような一組の

非負の価格と賃金率が存在するための必要かっ

十分な条件J43)というとき，その「存在」とは，

数学上の集合論的な「存在」にすぎないのであ

って，価格ベクトノレ空間上に「存在」する特定

の価格ベグトノレが実現される経済的な理由まで

説明しているわけではなし、。むしろ，彼自身す

ぐ後で示唆しているように4べ搾取の存在は全

部門で利潤の発生が可能であるための必要十分

条件であると理解すべきであろう。この点，置

塩は明確であって，剰余労働の搾取を各部門で

40)森嶋[l4J66頁の(17)式は，剰余生産物の存在
を意味する。

41)森嶋[14)P. 4， 4頁。
42)森嶋 [14JP. 53， 65頁。
43)森嶋[l4JP. 53， 65頁。
44) 1"搾取が争るときには，全産業が正の利潤をえる

ことが可能である」森嶋 [14)P. 54， 66頁。

利潤が生ずるための必要条件にすぎないさして

いる。

もうひとつの重要な相違点は，置塩が剰余労

働の搾取と利潤を「支配労働」概念を媒介にし

て結びつけているのに対し，森嶋はこれらを事

実上剰余生産物によって結びつけていることで

ある。だが， いずれにせよ， 1剰余価値」概念

は I転形論」の場合とは決定的に異なっ乙

剰余労働の搾取と利潤を結びつける不可欠の媒

介環としては機能していないのである。

置塩・森嶋両者の論理展開は， I価値どうりの

交換」であるとか利潤率を均等ならしむる交換

比率であるとかし、った特定の交換比率によって

出発点を限定されていなし、。つまり， 1価値」概

念は，交換比率を決定するものとしては出発し

ないのであるが，その量的規定の厳密さに比し

てその質的規定は不明確である。しかも，価値

決定方程式において，価値と労働とは同一次元

の量として取り扱われている。したがって，白

銀久紀が指摘するように，置塩のような価値決

定方程式は「商品生産を必ずしも前提としてい

ない，生産物の生産に支出された労働の社会的

評価の決定を示すものと考えることも可能であ

ろうJ'5!。

~ 3， E. W olfstetter 

W olfstetterは，その論文“SurplusLabour， 

Synchronised Labour Costs and Marx's 

Labour Theory of Value" ((29J)において，

数量体系，価値体系および価格体系を同ーの資

本制の異なる相と把握し，次のような議論を展

開している 46)。

砂数量体系

この体系では，再生産は「人間対自然の関係」

の観点から考察される。財の生産に要する社会

45)白銀 [26)81頁。
46)彼のこの論文の主題は，以下に要約するような概

念的枠組を用いて， “synchronised labour 
costs"とL、う概念に基く Samuelsonらの議論
を批判することにある。
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的必要労働 Csociallynecessary labour)は，

直接の投入労働と生産手段の生産に必要な労働

の和によって規定される。剰余生産物を生産す

るための社会的必要労働量を剰余労働と呼ぶ。

砂価値体系

商品の価値は，それを生産するのに社会的に

必要な労働と定義される。価値分析の目的は，

均衡価格を説明することにあるのではなく，交

換の背後にかくれた社会関係(搾取，不平等な

ど)を暴露することにある。剰余価値は，労働

者が「付加した価値」のうち資本家の手に残る

部分である。剰余価値と賃金の比率は搾取率で

ある。正の剰余労働は搾取が存在するための十

分条件ではない。問題は，資本制生産では，個

々の労働者は，剰余労働を強制され，生産と剰

余の処分に関する決定を何ら行わないという点

にある。

砂価格体系

商品生産は，生産の物理的関係も社会的関係

をもあいまいにする。しかるに，正の搾取率は

均衡利潤率が正であるための必要十分条件であ

ることが証明される。このことは，利潤が剰余

価値の現象形態であるという解釈を基礎づけ

るので、ある。

以上要約したような Wolfstetterの議論で，

第一に注目すべきは，価値論にはいる前に数量

体系において「社会的必要労働」および「剰余

労働」の概念を規定しているということである。

Marx ~資本論』は， これらの概念を商品経済

ないし資本主義経済に即して規定したが，Wolf-

stetterはまずこれらの概念をかかる特殊的諸

関係に依存しない形で一般的に定式化してい

る。剰余労働は，資本主義社会以外にも存在す

る範鴎であるから， この点は重要である。剰余

労働一般を理解することなしに，資本主義的な

剰余労働の特殊性を把握することはできないで

あろう。そして，剰余労働一般を規定するため

には， W olfstetterのような「社会的必要労働」

概念が必要なのである。彼の「社会的必要労働」

概念は，その数学的定式化が無言のうちに語る

ように引コ，事実上，諸部門における労働の在会

的相互依存関係を含んでいる。これに対して，

Marx の「社会的必要労働時間」 という概念

は，社会的平均的という意味合いが強し、。この

ようなニュアンスの違いは，生産条件や労働の

熟練度などの相違に関する理論上の設定条件の

違いに依存しているのであって，両者の概念は

全く矛盾するものではない。

第二に，彼は，搾取を剰余労働一般から明確

に区別している点で評価される。

第三に，利潤率正と搾取率正との同値性の証

明において，利潤率均等という想定がなされて

おり， この点では置塩・森嶋の論証に比してひ

とつの制約がある。この制約によって，搾取の

存在は，全部門の利潤が正であるための必要条

件であるだけでなく， 十分条件ともなるのであ

る48)。

~ 4. 小括

置塩，森嶋， W olfstetterによる「マルクスの

基本定理」の論証には，さまざまのニュアンス

や方法の違いがあるが，およそ次のように評価

することができょう。

「基本定理」は，少くとも「単純なレオンチ

ェフ経済」の枠内では何ら特段の制約条件を課

すことなく，正の利潤を含む価格体系という現

象の世界の背後に，剰余労働の搾取という社会

的関係の存在することを示した。これを可能な

らしむるために， Marxの時代には発見されて

いなかった数学上の諸定理が導入された。私見

によれば，一般に，数学的方法を経済学に適用

しうる根拠は，経済諸量聞にも数学的諸法則が

貫徹していることにある。「基本定理」の場合に

は，数学的方法は，抽象的なモデルの世界を借

りてではあるが，現象的諸関係と本質的諸関係

とを結びつけるために重要な役割を果してい

る。

47) Wolfstetter C29J p. 790の (1.2)式，参照。
48)ゆえに， I利潤可能条件Jは，平均利潤ないし均衡

利潤が正であるための条件と一致する。藤森C5J
(1) 31頁，参照。
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さらに， I転形論」との対比において重要なの

は， I基本定理」においては，価値概念は何ら交

換比率を規定するものとしては登場しないとい

うことであり，また， I剰余価値」概念も剰余労

働の搾取と利潤を結びつける不可欠の媒介環と

しては登場しないということである。 I剰余価

値」と「剰余労働」主は，数学的表現の上では

むしろ同一次元におかれている。その背後にあ

るのは，価値と労働との事実上の同質視である。

すなわち，数式上の取扱いにおいて，諸論者は

労働と価値とを同質の単位で表現しているので

ある。しかるに， I人間労働は，価値を形成する

が， しかし価値ではないJ49) という理解に立つ

ならば，労働量と価値量との聞に量的比例関係

を認めることはできても，両者の大小を直接比

較したり，両者を無媒介的にイコールで、結んだ

りすることは，無意味で、はなかろうか。諸論者

が数式上で「価値」と呼んでいるものは，価値

の実体であって価値そのものではないと思われ

る。

とはいえ， 価値と労働の同質視は I基本定

理」の論証上，何ら誤った結論を導くものでは

ない。むしろ， I基本定理」の論証にとって重要

なのは，商品価値の実体の側面であり，さらに

いえば，商品の生産に要する社会的必要労働な

のである。「基本定理」は，価値の実体としての

労働と価値の形態としての価格との関係を，1発

生的」な展開によってではなく，同時的相互関

連性において把握したものと考えられる。そし

て，事実上，価値の実体とも価値の形態とも区

別されるところの「価値」そのものは， I基本定

理」の論証においてはほとんど積極的な役割を

果していないのである。

「基本定理」とし、う形で，正の利潤と正の搾

取率の同値性が証明されたのは，画期的なこと

であろう。だが，証明されたのはそれ以上でも

それ以下でもない。問題はここから始まる。一

体，かの証明をもって，利潤の源泉は搾取され

た剰余労働であるとただちに主張しうるであろ

49) Marx [10J Bd. 1， S. 65。

うか。 Samuelsonは， l()じそのように主張し

うるのであれば，逆に， I利潤は剰余価値の源泉

であるJ50
) ということも同程度に主張しうる，

と批判している。これに対して，甲賀光秀は，

正当にも次のように反批判している 51)0 i論理

的命題の定式化のなかにどのような経済的・社

会的インプリケーションが含まれているかを全

面的に検討することは，最初の経済的現実を反

映して定式化するときには自明でなかったもの

を引きだすということである。このことを可能

にするのは数学や論理の能力の問題ではなく経

済学者の資質の問題であ」る， と。しかしなが

らつづけて彼が， i剰余条件……が充されてい

ることが，利潤の存在にとって絶対ふ要急条件

であり，利潤の源泉が剰余労働にあることは否

定することのできない客観的事態なのである」

とのべるとき，そこにはひとつの論理的な飛躍

が存在する。なぜなら， i必要条件」と「源泉」

とは同義ではないからである。剰余労働という

「必要条件」がなにゆえ利潤の「源泉」である

のか， という問題は決して自明ではないのであ
る52)。

だが，すでにこの問題は半ば解決されている。

というのも，次章でみるように，我々には置塩

の総計一致2命題があるからである。この 2命

題は，かの飛躍を埋め， i基本定理」を利潤源泉

論として再構成するための，有効なー契機とな

るであろう。

第3章 置塩の総計2命題を導入した

「基本定理」の再構成

置塩信雄は， ~資本制経済の基礎理論』におい

て，次のような総計一致2命題を提出した53)。

1. 剰余生産物の価値総計=総剰余労働

2. 剰余生産物の価格総計=総利潤

50) Samuelson [25J P. 64， 221頁。

51)甲賀 [8J 113頁。
52)御前進[13J174頁，参照。
53)置塩 [19J71頁。
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本章では，この 2命題を批判的に導入すること

によって， 1"基本定理」を利潤源泉論として再構

成することを試みる。

まず，次のような想定を行う。

1)考察の対象となる経済社会は，産業資本

家と賃労働者の 2階級から成り，それ以外の経

済主体は存在しない。失業者，労働能力のない

者および:対外関係の存在は捨象する。

2)労働に媒介されない生産手段(土地など)

は，私的所有の対象とはならない。

3) 同一部門における生産方法の差異，生産

物の質の差異はない。同一部門では，生産規模

にかかわりなく，投入・産出比率は一定である。

4)全ての部門の労働条件は等しく，賃金率

は均等である。また，全ての労働者の消費内容

は同一であり，全ての労働力の養成条件は等し

L 、。

5)各部門における投入・産出の周期は 1年

で，年々同じ技術で同質の商品が再生産される。

6)同一部門で生産された全ての商品は，同

一価格での販売が実現する。

7)単位時間当りの労働の量は(労働者・場

所・時点が異なっても)，抽象的人間労働とし

ては互いに比較できる。

~1 再生産の一般的条件

Marxは次のようにのべている。「生産上の

すべての時代はいくつかの標識を共通にもって

おり，共通な規定をもっている。生産一般は一

つの抽象ではあるが， しかし，それが共通なも

のを現実に明瞭にし，固定し， したがってわれ

われのために反復の労をはぶいてくれるかぎり

では，一つの合理的な抽象である」向。

われわれはまず，資本主義固有の諸関係だけ

でなく商品経済固有の諸関係をも捨象し，いか

なる形態の社会にも共通する物質的再生産の一

般的諸条件を叙述することから始める O

54) Marx (9 J 613頁。

1.1リ需主生産可能条件55)

この社会には n種の財生産部門が存在する

ものとする。各部門の年間総産出量を X (n項

列ベクトル)，物的投入係数行列を A (n次正

方行列)56) とする。そして，純粋の生産財，純

粋の消費財， 1"生産財兼消費財」および非基礎

財57)の存在を許容するものとする。

一 A:2:0 (1: 1) 

社会的総生産において，総生産物から生産の

ために投入された生産財を控除したものは純生

産物と呼ばれる。 この社会の年間純生産物を

Y (n項列ベクトル)で表わすと

Y=X-AX=(I-A)X (1.2) 

となる。ここで Aは非負であるから， Y>Oな

らしむる正の X が「存在J58) するための必要

十分条件は

(I-A)一120 (1: 3) 

である印J。この条件は，全ての財について純生

産を行うためには不可欠な技術的前提であり，

また， この条件が成立すれば全ての財について

純生産することが可能である。この可能性を現

実性に転化するー契機は，適切な部門バランス

55)数学記号に関する注。 1)ベクトノレ，行列は太字
で示した。 2) ベクトノレの第i項は第i部門に対
応するものとする。 3)物量を示すベクトルは列
ベクトノレで，労働，価値，価格を示すベクトルは

行ベグトルで、表した。 4)記号。 o(0) :ゼロ行

列(ベグトル)， 1 :単位行列， A~B: 定義により

AとBは恒に等しい， A>O:行列 Aの要素は全
て正， A三O:Aは正の要素を含む非負行列， A∞
B:AとBは比例する，命題A特命題 B:2命
題A，Bは同値。

56) A の z行j列の要素は，第 j財1単位当りの生
産に直接必要な第 i財の量を示す。

57)非基礎財とは，直接にも間接にも労働力の再生産
に不要な財のこと。置塩 (19J52， 80~83貰，参
照。

58)ここでいう「存在」とは2 数学上の集合論的な存
在であって，ベクトル空間上の無数の元の中から，
Y>Oならしむる適切な産出量ベクトノレ X が現
実化する経済学的な恨拠をも含むものではなし、。
以下，1" Jっきの存在としづ言葉は同様の意味で
ある。

59)二階堂 (15Jの定理 1(13頁)，定理3 (114頁)
の証明を参照。
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の実現である。このような意味において，物的

投入係数行列が満たすべき技術的条件(1.3) 

は，純生産可能条件と呼ばれるべきであろう。

純生産可能条件は，いかなる形態の社会にあっ

ても，そもそも物質的再生産が人聞にとって意

味をもつために不可欠の条件である。

以下，純生産可能条件の成立を前提する。

1.2 社会的必要労働

し、かなる財の生産にも，多かれ少なかれ直接

に労働が必要であると考えられる。これを，財生

産における直接的労働の不可欠性と呼ぼう 60)。

各財 1単位当りの生産に直接必要な労働量すな

わち労働投入係数を L (n項行ベクトル)とす

ると，直接的労働の不可欠性は

L>O (1. 4) 

によって表される。

だが，社会的総生産の観点からみると， どの

財の生産にも，労働に媒介された生産手段が使

用されるかぎり，間接的にも労働が必要である。

財の生産に直接・間接に必要な(抽象的人間)

労働を， W olfstetterにならって，財生産に要

する社会的必要労働と呼ぶことにする。社会的

必要労働は，単に生産技術を反映するのみでな

く，諸部門における労働の社会的相互依存関係

をも反映する概念である。なぜ、なら， どの財の

生産も，生産手段を媒介として，他の部門の労

働に依存しているからである。

財の生産に要する社会的必要労働の量は，直

接的労働の量と生産手段に要する社会的必要労

働の量との和に等しい。そこで，各財 1単位当

りの生産に要する社会的必要労働の量を A(n 

項行ベクトル)で表わすと ，Aは次の方程式に

よって決定される。

A=L+AA (1. 5) 

純生産可能条件および直接的労働の不可欠性を

前提するかぎり， この方程式は正の解

A=L(I-A)一1>0 (1. 6) 
をもっ6110

60)藤森 (5J (I) 18頁，参照。
61) (1.3) より (I-A)-1は正則な半正行列だから，

その各列は半正である。また， (1.4)より L>O

命題 1 社会の年間純生産物の生産に要する

社会的必要労働の量は，年聞に投下される社会

的総労働の量に一致する 62)。

AY=LX (1.7) 

これは，社会総体としてみれば，年々の純生産

物が年々の労働の所産であることを意味する。

この点で， A. Smithが， rあらゆる国民の年々

の労働は，その国民が年々に消費するいっさい

の生活必需品および便益品を本源的に供給する

資源であ」削る，とのべているのはきわめて示

唆的である。

もちろん，富の源泉は労働のみでなく自然に

も求められる 64)。しかし，生産に対する人聞社

会の寄与は労働であって自然力ではない。この

意味において，純生産物の唯一の社会的源泉は，

生産の主体的契機としての労働なのである。

1.3 再生産可能条件

労働力の再生産に必要な(消費財から成る)

生活手段は， 必要生活手段と呼ばれる (資本

家の個人消費の対象はこれに含めないものとす

る)。純生産可能条件は， 必要生活手段の再生

産まで保証するものではない。社会の物質的再

生産が(縮少せずに)可能であるためには，総

生産量が，その生産に投入された生産財と必要

生活手段の合計を，下回ってはならない。これ

を，置塩にならって，再生産可能条件と呼ぶ。

労働者1人1年当りの必要生活手段量を b(n 
項列ベクトル)で示し，少くとも 1種類の財が

労働力の再生産にとって必要で、あるものとす

る。

b二三o (1.8) 

労働者 1人 1年当りの労働(支出)量を tとす

る。労働支出量に対する必要生活手段量の割合

を，本稿では仮に「必要消費率」と名づけ， 戸

(n項列ベクトル)で示す。

だから， L (I-A)一1>0となる。
62) (1.2)， (1 .5)を考慮すると AY=(I-A)X=LX 

となる。置塩(17J194頁，参照。
63) Smith (27J (一)89頁。

64) Marx; I自然もまた労働と同じ程度に，使用価値
の源泉であるJ(12J 15頁。
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F三千 (1. 9) 

就業労働者総数を h とすると， 社会的総労働

量に関して

kt=LX (1.10) 

が成立する。必要生活手段の社会的総量を B

(n項列ベグトノレ)で示すと，

B=kb=sLX (1.11) 
となる。このとき，再生産可能条件は

XミミAX+B (1.12) 

もしくは

(I-A-sL)X孟o (1. 13) 

によって表わされる。ここからわかるように，

再生産可能条件が成立するためには，第一に，

投入係数と「必要消費率」が一定の条件を満た

すこと，第二に，部門バランスが一定の条件を

満たすこと，が必要である。第一の条件は労働

生産性が一定水準以上であることを，第二の条

件は労働の社会的配分が適切であることを意味

する問。 Marxは， r一定の割合での社会的労聞

のみ当るd長は，けっして社会的生産の特定ゐ

長義によって廃棄されうるものではなくて，た

だ毛ら主義義えを変えうるだけだ」附とのベて

L 、る。

以下，再生産可能条件の成立を前提する。

s2 剰余生産可能条件

再生産可能な経済社会は，一定の諸条件の下

で剰余生産を達成することができる。

2. 1 剰余労働

労働力の維持または再生産に必要な労働(以

下，必要労働と略)の量は，必要生活手段の再

生産に要する社会的必要労働量によって規定さ

れる。必要労働を越えて行われる労働の部分は

剰余労働と呼ばれる。すなわち，労働者 l人 1

年当りの，必要労働量を h，剰余労働量を U と

すると，次式のようになる。

h=Ab 

65) 置塩 (17) 第 1~第 3 章，参照。
66) Marx (11) (2) 162頁。

(2.1) 

u言 t-h (2.  2) ， 

労働者が 1年聞に現実に行う労働量 tは， 1 

年間に生理的に最大限行うことの可能な労働量

7によって制限される。

t豆t (2. 3) 

したがって，剰余労働が可能であるためには，

必要労働量 bを，最大可能労働量 f以下に引

下げるほどの労働生産力の水準

Abく7 (2.4) 

が必要なのである 67)。以下， このような生産力

水準の存在を前提する。

その場合，現実に剰余労働が行われるか否か

は，単なる生産力水準の問題ではなく，生産力

のおかれている社会的生産関係にかかわる問題

である。

2.2 剰余生産可能条件

社会的総生産の観点からみると，剰余生産物

とは，純生産物から必要生活手段を控除したも

のである。そこで，剰余生産物の総量を Z (n 

項列ベクトル)で示すと，

Z=Y -B= (I-A-sL)X (2.5) 

となる。ここで， A+sLは非負であるから，

Z>Oならしむる正の Xが「存在」するための

必要十分条件は

(I-AーβL)一I::?:O (2. 6) 
である。財・労働の投入係数と「必要消費率」

が満たすべきこの条件は，剰余生産可能条件と

呼ばれてしかるべきであろう。

命題 2 剰余生産可能条件は，剰余労働の存

在と同値である回〉。

67)置塩(17)195頁，参照。
68)まず， (2均 =，?u>Oを背理法で証明する。

u主主Oと仮定すると， (2.2)， (2.1)， (1.9)を考慮
して l豆dβ
ここで、，Aβはスカラーだから， (1.4)より

L芸以βL
(1.5)を考慮して

A-AA三五AfJL
・.A (I-A-βL)主主O

ここで，D=A (I--A-sL)とおくと
D三Oだから， (2.6)を考慮して

A=D (I-A-fJL)ー1壬O
となる。これは(1.6)に反し，矛盾である。逆
の証明は容易(省略〉。
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(I-A-sL)一1ミoC:コ u>O

すなわち，全ての財について剰余生産を行うた

めには，剰余労働の行われることが必要であり，

また，剰余労働が行われていれば，全ての財に

ついて剰余生産を行うことが可能である。この

可能性を現実性に転化するー契機は，適切な部

門バランスの実現である問。

命題 3 総剰余生産物の生産に要する社会的

必要労働量は，総剰余労働量と一致する問。

AZ=ku (2.7) 

これは，社会総体としてみると，剰余生産物は剰

余労働の所産であることを意味する。剰余生産

物の唯一の社会的源泉は剰余労働なのである。

~3. 手IJ潤可能条件

3. 1 商品の価値

商品社会においては社会的分業の各肢で独立

している私的諸労働相互の社会的依存関係は，

商品と商品との交換関係を媒介にして現われ，

実現する。この交換関係を媒介として，私的労

働は，社会的労働として実現し，社会的総労働

の一環を形成する。ここに，社会的必要労働を

基準とした，商品の社会的評価が成立する。商

品を，その生産に要する社会的必要労働で評価

したものは，商品の(労働)価値と呼ばれる。

この意味において，労働は価値の実体であり，

価値を形成するのであるが， しかし，労働その

ものは価値ではない。労働は諸部面で人々によ

って日々刻々行われている活動であるが，価値

は商品というものに内在する属性としてある。

要するに，商品の価値とは，私的諸労働が社会

的労働として実現する関係が，商品というもの

において自立化し，商品というものの属性とし

て現われたものにほかならない。

69)置塩 (16J230頁，参照。
70)証明。 (2.5)，(1.7)， (1.11)， (1.10)， (2.1)， (2.2) 

の各式をj煩に考慮すると
AZ=A(Y -B)=AY -AB=LX-kAb 

=kt--kh=k(t-h) =ku 

このような考えに立つならば，商品の価値量

は，商品の生産に要する社会的必要労働量に比

例して規定される。すなわち，各商品 1単位当

りの価値を W (n項行ベクトノレ)，社会的必要

労働の量に対する価値量の比例定数を ε とす

ると

W:==d (3.1) 

となる。さらに， (1. 5)式を代入すると

W=εL+WA (3.2) 

が得られる。ここで， ε は単なる数ではなく，

〔価値Jl(労働J-1という次元をもった量である

ことに留意されたい。

(楠)

εの具体的な数値は，労働と価値の単位の

とり方に依存する。例えば，標準的強度の 1

時間の労働の量をもって労働量の単位とし，

10単位の労働量によって形成される価値量を

もって価値量の単位となせば， e=1/10とな

る。 しかし¥，、かなる大きさの労働量， 価

値量をもってそれらの単位となすかは，事態

の理論的分析にとっては非本質的な事柄であ

る。それはちょうど，長さの単位としてメー

トルをとるかヤードをとるかは，理論物理学

の研究にとっては非本質的であるのと同じこ

とである。もちろん，簡単化のために， ε=1

となるように，価値量の単位を基準化するこ

とは可能である。これはちょうど，物理学に

おいて，同一物体の重力質量と慣性質量との

測定数値が一致するように，双方の単位を基

準化するのと似ている。

3.2 不払労働

資本主義的商品社会は，現象のレベルでは，

そこにおける労働が一種の商品となっており，

労働の基本的形態が賃労働であるという点によ

って，商品社会一般から区別される。賃労働は

その形態から見れば「自由・平等」の様相を呈

している。交換の世界では，労働者も資本家も

対等な商品所有者として現われるのである。労

働者は，労働の提供とひきかえに資本家から貨

幣(賃金)を受け取り， この貨幣によって生活
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手段を購入・消費し，労働力を再生産する。賃

金を，それによって購入する生活手段で表わし

たものは，実質賃金と呼ばれる。資本家と賃労

働者との聞の現象上の交換において，労働者は

労働を提供し，資本家は貨幣(賃金)を提供す

る。ここに，労働者の行う全労働が資本家によ

って支払われ， r等価交換」が行なわれている，

という表象が成立する。ところで，労働量と貨

幣量をそのままで比較することは不可能であ

る。だが，貨幣賃金は，実質賃金を構成する生

活手段の生産に要する社会的必要労働によっ

て，評価することができる。すると，労働者の

行う全労働のうち資本家によって実質的に「支

払われるJのは，実質賃金に要する社会的必要

労働に等しい部分のみであることがわかる。こ

の労働部分は支払労働と呼ぶことができる。そ

して，労働者が支払労働の大きさを越えて労働

を行う場合，その超過分は不払労働と呼ぶこと

ができる。不払労働は，資本家が実質的に無償

で、手に入れる労働であり，資本家によって直接

的に搾取される労働である。ここに，資本主義

的な賃労働の内実がある。 Marxがのべるよう

に， r資本は……本質的には不払労働にたいす

る指揮権」川なのである。

労働者 1人 1年当りの，実質賃金量を c(n項

列ベクトル)， 支払労働量を s，不払労働量を f
とすると，

s=Ac (3.3) 

f=t-s (3.4) 

である。そこで，不払労働が存在することは

t>Ac (3.5) 

と示される。すなわち，生産技術体系によって

dが与えられていれば，不払労働の搾出は，労

働時間の延長や労働の強化による労働支出量 t

の増大によって， あるいは実質賃金 cの切下

げによって，なされうるのである。

労働支出量に対する実質賃金の率(以下，実

質賃金率と呼ぶ)を γで示そう。

71) Marx (lOJ 1， S. 556，参照。

T三千 (3.6) 

すると， (3.5)式は次のように書きかえられる。

Arく1 (3.7) 

これは，不払労働が行われるためには，実質賃

金率が一定水準以下でなければならないことを

意味する。ゆえに，不払労働がどの程度に行わ

れるかという問題は，実質賃金率がいかに決定

されるか， という問題と連結している問。

以下，実質賃金量は必要生活手段量に等しく，

したがって，実質賃金率は「必要消費率」に等

しいものと想定する。

L
M
a
u
-

一一一一
C

T

 

(3.8) 

(3.9) 

このとき，不払労働量は剰余労働量に等しくな

る73)。

f=u (3. 10) 

しかし，不払労働と剰余労働とは，たとえ労

働量としては一致したとしても，概念的には同

ーではない。剰余労働は賃労働制の存在を必ず

しも前提しないが，不払労働は賃労働制の存在

を前提とする。一般に，剰余労働は必ずしも不

払労働ではないが，資本家によって賃労働者か

ら搾取される剰余労働は不払労働なのである。

3.3 剰余価値

資本は， 自己増殖する価値である。労働力に

転換された資本部分は，可変資本と呼ばれる。

可変資本の価値量は，労働者の実質賃金を構成

する生活手段の価値によって規定される。労働

者の直接的労働によって形成される価値は価値

生産物と呼ばれる。可変資本価値に対する価値

生産物の超過分は剰余価値と呼ばれる。剰余価

値は，資本家によって直接的に搾取される価値

である。

労働者 1人 1年当りの，可変資本価値を V，

剰余価値を m とすると

72)実質賃金率の決定については，置塩(20J第 1章，
参照。

73) (3.4)， (3.3)， (3.8)， (2.1)， (2.2)の各式を順に

考慮すると
f三 t-s~t-Ac ~t-Ab ~t--h==u 
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v==:Wc 

m==:εt-v 

(3. 11) 

(3.12) 

となる。したがって，剰余価値量は不払労働量

に正比例する問。

m=ξ1 (a13) 

命題4 剰余価値が正であるための必要十分

条件は，不払労働が行われることである。

m>O 亡コ 1>0 
といっても，剰余価値は不払労働によって形成

されるのであって，その逆ではない。換言すれ

ば，剰余価値は搾取された剰余労働の所産なの

である。

もし n 種の商品の聞で「価値どうりの交

換」を実現せしむるような価格体系が成立して

いれば，資本の価値増殖が剰余価値の形成に依

存し， したがって不払労働に依存しているとい

うことは，ただちに了解できる。しかしながら，

「不等価値交換」を許容する価格体系の下では，

事態は複雑になる。 Marxは次のようにのべて

いる。「特殊な生産部面のなかでの利潤と剰余

価値とのあいだの…・現実の量的相違は・・…資

本家にとってだけではなし 労働者にとって

も，利潤の本性と源泉とをすっかりおおい隠し

てしまうのであるJ((10J Bd. II1， S. 177)。

3.4 利潤可能条件

資本主義社会における再生産と分配は，貨幣

の流通を媒介として行なわれる。現象のレベル

から見れば，資本家は，まず自己の貨幣資本に

よって生産手段と労働を購入し，生産過程を遂

行する。これら生産要素の購入のために資本家

が支払った貨幣額は，資本家にとって生産の費

用をなす。生産の費用に対する商品の販売額

(=生産額)の超過分は，資本家の所得となる町。

この所得は利潤と呼ばれる。利潤は，投下資本

の所産として現われる。利潤の獲得こそ，資本

主義的生産の規定的動機である。

74) (3.12)， (3.11)，σ.1). (3.3)， (3.4)の各式を順
に考慮すると
m=εt-v=εt-Wc=εtεAc 

=ε (t-Ac) =ε(t-s) =εf 

75)ここでは，流通費用等は捨象されている。

各商品 1単位当りの価格を P(n項行ベクト

ノレ)，労働支出量に対する貨幣賃金の率を ω

とすると，

Pc 
w==:子 =Pr (3.14) 

となる。また， 各商品 1単位当りの利潤を E

(η 項行ベクわけで示すと，その定義式は

Il==:P-(PA十ωL) (3.15) 

である。ここで( )内は商品の費用価格であ

って，生産手段費用 PAも労働費用 wLも無

差別的に同ーの範障にくくられている。利潤は，

費用価格に対する生産額(=販売額)の超過分

として，無媒介的に示されている。以上が，現

象レベルの範時としての利潤の規定である。

ここから，本質的諸関係への下向的接近が始

まる。まず，上式を実質賃金率を含む式に書き

かえると

II =P(I-A-rL) (3.16) 

となる。右辺( )内において A十rLは非負

であるから， Il>Oならしむる正の Pが「存

在」するための心要十分条件は

(I-A-rL)ー'20 (3.17) 

である。生産係数と実質賃金率が満すべきこの

条件は，利潤可能条件と呼ばれる問。

命題5 利潤可能条件は不払労働の存在と同

値である 7九

(I-A-rL)-'20 ~ 1>0 
系利潤可能条件は剰余価値が正であること

と同値である。

(I-A-rL)一1ミo <=コ m>O
すなわち，全部門で利潤が発生するためには，

不払労働の存在が必要であり， したがって労働

76)藤森 (5)σ)28頁，参照。
77)まず， (3.17) =? f>Oを背理法で証明する。

f;;，.Oと仮定すると， (3.4)， (3.3)， (3劫， (1.4)， 
(1.5)を順を考慮して
A(I-A-rL)三0

ここで、，E=A (I-A-rL)とおくと
ESOだから， (3.17)を考慮して
A=E(I-A-rL)-'孟O

となる。これは (1.6)に反し， 矛盾である。逆
の証明は容易(省略〉。
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の搾取が必要なのである。逆に，不払労働が存

在すれば，全部門で利潤の発生することが可能

である。この可能性を現実性に転化するー契機

は，適切な価格体系の実現である。

命題6 利潤可能条件は剰余労働の存在と同

値である 78)。

(I-A-rL)一1;::::0 C:コ u>O

命題 5は狭義の「マルクスの基本定理」であ

って，実質賃金率が「必要消費率」に一致する

か否かにかかわりなく成立する Oこれに対して，

命題 6は実質賃金率と「必要消費率」との一致

に依存している。

本章のこれまでの議論に含まれる「二重の双

対性」は，次のように図式化できる。

第 lの

双対性

第2の

双対性

[純生産物 : Y=(I-A)X 

社会的必要労働:A=L(I-A)-l 

剰余生産物 : Z=(I-A-βL)X 

l 
剰余労働

11 ............ r =β 

不払労働∞剰余価値

l 
利潤を含む価格:P=JI(I-A-rL)-l 

すなわち，純生産物と社会的必要労働が第一の

双対性をなし，剰余生産物と利潤を含む価格体

系が第二の双対性をなす。第二の双対性は，藤

森頼明が「基本的双対関係」と呼んでいるもの

であって 79) 剰余労働量と不払労働量の一致に

媒介されていることがわかる。

~ 4. 利潤の社会的源泉

各生産部門における不払労働量(=剰余労働

量)と利潤量とは，一般には一致しない。ここ

には，資本主義社会の市場メカニズムが，直接

的搾取の諸条件と搾取の成果を最終的に取得す

78)命題5および (3.10)式よりただちに得られる。
79)藤森 (5J (1) 28頁。

る諸条件とをゴj6離させている， とし、う事情が伏

在している。しかしながら，社会総体的な観点

から考察すれば，資本家階級によって労働者階

級が搾取され，その成果が取得されていること

を把握できる。置塩の総計2命題は，このよう

な観点からの考察にとって有効な助力をなす。

まず，置塩命題 1は，そのままでは価値と労

働を等置しているという点で問題があるので，

私はこれを次の命題と系に分割する。

命題 7 総剰余生産物の生産に要する社会的

必要労働量は，総不払労働量(=総剰余労働量)

と一致する叫。

AZ=k!( =ku) (4.1) 

系 総剰余生産物の価値は，剰余価値の社会

的総計に等しし、8九

WZ=km (4.2) 

これは，資本主義社会総体としてみれば，剰余

生産物は不払労働の所産であり，剰余価値は剰

余生産物の価値評価に等しいことを意味する。

これが，置塩命題 1の含意で、ある。置塩命題 2

はそのまま掲げよう。

命題8 総剰余生産物の価額は，社会的総利

潤額と一致する8九

PZ=HX (4.3) 

これは，社会総体としてみれば，利潤は剰余生

産物の貨幣表現に等しいことを意味する。

以上の 2命題からまず判明することは，たと

え総利潤と総剰余価値とが量的に比例しないと

しても，両者は同ーの剰余生産物の別表現だと

いうことである 83)。これが，置塩2命題の第 1

の含意である。すなわち，社会総体的に見れば，

利潤は剰余生産物の価格評価に等しく，剰余価

値は剰余生産物の価値評価に等しいのである。

80) (2.7)， (3.10)式を考慮すると
AZ=ku=kf 

81) (3.1)， (4.1)， (3.13)の各式を順に考慮すると，
WZ=eAZ=εkf=kεf=km 

82) (2.5)， (3.9)式より
Z=(I-A-rL)X 

: PZ=P (I-A-rL) X 
(3.16)を代入して PZ=llX

83) ~宣塩 (21] 197頁，参照。
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置塩は次のようにのべている。剰余価値と利潤

とは r¥，、ずれも同ーの剰余生産物の異なった評

価であるに過ぎない。したが"?-C，労働者が剰

余労働を搾取され，剰余生産物を生産させられ

ることが，利潤の源泉であることは厳然として，

ゆるがないJ84) のであると。しかしながら，剰

余価値と利潤とが同一物の別評価であることを

もって，剰余労働が利潤の源泉であることを積

極的に主張しうるであろうか。これを主張する

ことは，次の 2点が説明されれば可能で、ある。

(1)剰余価値の源泉は剰余労働である。

(2)利潤の源泉は剰余価値である。

このうち(1)は明らかに成立する。しかし， (2)を

論証することには，第 1章でみたように r単
純なレオンチェフ経済」の枠内においてさえ，

種々の制約と困難がある。

本稿の課題は，利潤の社会的源泉は搾取され

た剰余労働であるということを， r単純なレオ

ンチェフ経済」における一般的な結論として導

くことにある。我々は， r単純なレオンチェフ経

済」において一般的に成立する置塩2命題の合

意を，さらに追求しなければならない。

まず，再生産可能条件を前提するかぎり，命

題 7， 8から次の命題が導かれる。

命題9 次の 3条件は同値である 8九

(1) 総剰余労働，総不払労働，総剰余価値が正

である o

ku=kf∞km>O 

(2) 剰余生産物が社会的に存在する。

Z>O 

(3) 社会的総利潤が正である。

IIX>O 

今や， Marx総計命題の不成立から生ずる疑問

84)置塩 (21)197~198 頁。

85) (1.2)， (1.12)， (2.5)の各式より，
Z主至。

また，k>O， A>O， P>Oを前提できる。
そこで， (4.1)より

Z?O <=コ kf>O
(4.3)より

Z>O と二二争 nx>o 

は氷解した。すなわち，たとえ総利潤と総剰余

価値とが一致もせず比例もしないとしても，社

会的総利潤が正であるための必要十分条件は，

剰余労働， 不払労働， 剰余価値が正であるこ

となのである。不払労働が社会的に行われてい

ることは，全部門の利潤が正であるための必要

条件にすぎなかったが，総利潤が正であるため

には必要十分条件なのである。このことは，各

個別部門での利潤発生の具体的諸条件を越え

て，社会的総利潤を規定する何らかの社会的源

泉が存在する可能性を示唆する。以上が，置塩

2命題の第2の含意である。

さて，利潤そのものは貨幣形態にあるが，そ

の存在は剰余生産物に依存し，剰余生産物の存

在は社会的には剰余労働に依存している。なぜ

なら，剰余生産物は剰余労働によって形成され

るのであって，その逆ではなし、からであり，ま

た，利潤は剰余生産物を表現する形態だからで

ある。したがって， r剰余労働の源泉は利潤で

ある」とし寸主張は成立しない。このことはま

た， r利潤は剰余価値の源泉である」という

Samuelsonの表現が成立しないことを意味す

る。

最後に，置塩 2命題の第 3の合意をのべよう。

資本家は，その利潤所得によって，社会的総生

産物のうち剰余生産物以外の部分は購入できな

い。剰余生産物以外の部分は，生産手段の補填

と労働力の再生産にあてられるからである。し

かも，総利潤所得は剰余生産物総額と一致する。

ゆえに，資本家が，その全利潤所得をもって購

入し支配するのは剰余生産物である。ここに，

資本家たちによる，労働者たちの剰余労働の所

産の最終的な取得が存在する。すなわち，利潤

は，資本家階級が賃労働者階級の剰余労働の所

産である剰余生産物を取得する際に，剰余生産

物がとる一つの形態なのである。置塩がのべる

ように， r労働者はその剰余労働によって，剰

余生産物を生産し， この剰余生産物の貨幣的表

現が利潤なのである J86)。まさしく，以上のよう

86) 置塩(19)71頁。
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な意味において，利潤の社会的源泉は搾取され

た剰余労働で、ある， と言うことができるであろ

う。

まとめ

利潤の源泉は搾取された剰余労働であるとい

う命題は，従来 i剰余価値」概念を媒介とし

て， i剰余価値の平均利潤への転形」という論理

によって説明されてきた。かかる「転形論」に

よる利潤源泉の説明は，第1章で、みたように，

「単純なレオンチェフ経済Jの枠内においてす

ら， Marxの総計一致 2命題というアキレス躍

をもっている。しかも，相対価格体系を説説す

るためだけなら， Samuelsonがのべるように，

価値からの転形は「よけいな回り道Jである。

しかし，彼は，なにゆえ価格体系が正の利潤を

含みうるのかを，深く分析していない。

置塩信雄は，のちに森嶋通夫によって名づけ

られたところの iMarxの基本定理Jにおいて，

利潤を含む価格体系が存在するためには，剰余

労働の搾取の存在が必要であることを論証し

た。この「基本定理」は，少くとも「単純なレ

オンチェフ経済Jにおいては，何ら特段の制約

条件を課すことなく，成立するものである。た

だし， この定理の論証において， i剰余価値」概

念は，利潤と剰余労働を結びつける不可欠の媒

介環をなしてはいない。

さて，剰余労働の搾取が，各部門において利

潤が存在するための必要条件であることが証明

されただけで，ただちに利潤の源泉が剰余労働

であると主張しうるであろうか。否である。な

ぜなら， i必要条件」は無条件には「源泉」とは

いえないからである。

問題の鍵は，次のような置塩の総計一致2命

題にある。

(1)剰余生産物の価値総計=総剰余労働

(2)剰余生産物の価格総計=総利潤

この 2命題の批判的検討を通じて，次のような

結論が導かれる。まず，剰余労働の搾取が社会

的に行なわれていることは，社会的総利潤が正

であるための必要十分条件で、あることが判明す

る。そして，利潤は，資本家階級が労働者階級

の剰余労働の所産すなわち剰余生産物を取得す

る際に，剰余生産物がとる形態である。このよ

うな意味において，利潤の社会的源泉は搾取さ

れた剰余労働で、あるといえるのである。

本稿は，剰余労働の搾取と利潤との聞の関係

を， i源泉論」とし、う特殊な視角から追求したも

のであって，次のような諸問題に十分な解答を

与えるものではない。

i)剰余労働の搾取が行われるのはなぜ、か。

ii)利潤という経済的範鴎そのものの成立根

拠は何か。

iii)利潤の源泉はいかに隠蔽されるか。

かかる諸問題と利潤源泉論との有機的関連の探

究もまた，重要な課題である。
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