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く研究ノート> ケインズ F一般環論」私設

賃金基金説の系譜について (8)

自井

P カ…ドの 1151司U~関にかんするエ γ -t::イ，f) に

ついて，われわれが作或した持容目次ねによれ

ば，その前編「蒋潤の理論jの第五重量「資本の

一般務潤率をめぐる考察Jの!i1には，次のよ

うな見出しが付けられている。すなわち iあ

らゆる農業における改良から独立に諮の増進が

出す効果は，まず康生産物と労働の額格を

鷺霊安させ，つぎに賃金の会綾的な上昇の帰結と

して一般利椅率を低下させるという命題なめぐ

る考察Jがそれである。この鎗は6俗のパラグ

ラブ (32)~ (37)で、構成されるのであるが，

その努麟のパラグラフ (32)念われわれは誌稿

において検討したのである九

pカードはその「利潤の理論jの務 I章「農

i、γ クの剥j関率をめぐる考察Jにおいて，

若干の単純化の叡定のもとに彼の議論のlこい怒

部にあるメカニズムを表現する数羅例会作成

し，それを巧みに考案したこ二つの表式で長示し

ている。各区酪のこと地のj二に農業ストヲクとし

て具体化している資本 Ci e，その区画の土地

1) David Ricardo， A路 Essayon the lnjluence 0/ 
a Low Price 0/ Corn on the Profits 0/ Stock 
(London: John Murray， 1815)， reprint邑din 
The Works and Correstondeぉce0/ David 
Ricardo，母ditedby Piero Sraffみ Vol.IV: 
Pamphlets and Pap邑rs1815町 1823 (London: 
Cambridge University Pr告88，1952)， pp. 1-41. 

2)搬稿「災金議金説の系譜についておM本誌第35巻
第2主き α985空手詰jヲ)， pp.160 (336)-162 (338) 

絞殺。その部分的な言T1Eについては， i:祭金基金
読の系譜について(6)J本誌第弱者委第1与を (1986年
s月)， p. 84 (84)を見よ。

3) r賃金基金鋭の系議について(7)J本誌表彰36巻第2努
(1986年号汚う， pp. 78 (184)-113α19)‘ 

から生み出される余剰 Siが，彼の現議モデノレ

の表題に饗を滋わず変数であるが，それらはす

べて穀物〈小麦)を締盤標準として推定される

纏儲表示になっている。たとえば，設の作成し

た表式の数字によると，第6C主題のこと地には小

250クォ…タ…程当の資本が投下されてお

り，そこから小麦50クォーター棺当の余剰が生

み出される。そうして，農業スト yグの議讃過

握の第6鶏における利潤率は，そのときの限界

地となっている第6区露の土地の農業スト γ グ

に対する余剰の舗合，すなわち20パ一七ント

(0.2=50+250)になる。強方，第6期に耀尾

されている総農業スト?グの{磁鐘は小麦1，350

グォ…ター相当であるので，農業資本家が受け

取る符務総額の嬉i臨は小変270( = 1， 350 x o. 2) 

グォーター格当になるのである。

このような諸数鐘をもって構築されるリカー

ドの表式は，持よりもまず，農業衰の投資意款

に支えられる農業ストックの馨讃過程の基本的

メカニズムを描写するものであった。そのよう

な警護過程に箆られる特徴的諮額向は，第1

tらその過程が，たとえば第4期，第S期，そ

して第6期と瀦有するにつれて，利潤率が30，

25，そしておパーセントと低下することであ

り，第2に，農業者の受け取る利潤総額が，当

初は，たとえば第4期における小麦259クォー

タ一報当から，第5期の 275グォ…ター担当へ

と増大化館向な示すけれども，やがて審議過積

の後半期にま在ると，たとえば第5縮の 275クォ

ーター相当から第6期の 270クォータ…穏当へ
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と減少北線向に転じることであり，そうして第

3に，地主の受け取る地代総額は，たとえ

4期，第5期，そして第6掃と審議過程が進行

するとともに， 81， 125， そして 180グォ…タ

…相当へと経蛤，増大化額向を示すことマあっ

た。その茨式に示されてある数僚にかんするか

ぎりでは，農業における改良はもちろんのこ

と，その龍のいかなる建築部門における改良が

恕こることも想定されていないので，それらの

特徴的餌向は「あらゆる産業における改良から

独立に震の増進が生み出す効果Jを表わしてい

るわけである。

その第1の特徴である利潤率の低下傾向は，

蓄積過程の進行につれて新しく資本が投下され

る豆翻のこと地の肥沃震と立地条件との劣化が進

弘その結果，農議ストックの科潤率をま皇帝jず

る議界地の余剰本が低下することに，その原菌

が見出されるのであった。

トヅグの蓄積とともにさ主みおされる諜

生産物の余剰の総、額は増大するけれども，新た

に耕地イじされる土地区識から生み出される追加

的な余剰部分がしだいに議少するために，余覇

総額の増加率は急速に低下する。そのような増

加の詮方をする余剰j総額が利j慢と地代の源泉と

なるのでみるが， ザカードの示したメカニズム

によると，それぞれのこと地区露が初めて耕地に

組み込まれるとき，すなわちi，それが限界地で

あるとき，その臨蕗から生み出される余剰はす

べて蒋潤として農業者の手元に残るのであっ

た。そうして s 蓄積過程の議接につれて，それ

らの夜間のこと地が次々に限界内地に転じるとと

もにそれらの余剰の一部分が地《として地主

に移転されることになるのであった。

の前半にあって，臨界地の余騨率が比較的高い

ときには，警撲の進行とともに科?湾総額は増大

ずるけれども，後半にささって限界地の余剰率が

態下してくると，農企業者の手中から地主の取り

分として移転する部分の増加率が余類総額の増

加率をEE接することになり，利潤総額は減少す

ることになるのである。こうして， りカ… iごの

された第zの特徴的現象が生み出され

るG

ある土地区画に初めて資本が投下されて，そ

のこと地が耕作地の仲詫入りをずるとき，そこで

生み出される余鰭はすべて利潤となるのである

から，地2氏は出発点においてゼロである。さら

に護審過程が遂行し，その限界釣土地区酪が限

界内的のそれに昇格するにつれて，そこで生み

出される余穀の一部は地代として農業者の手か

ら地主のそ子中へと移転して行くのであるから，

地代総額は単調に増大し続けることになる。こ

うして， リカードの表式に摘さ出されている第

3の特徴的傾向が現われるのである。

りカードの表式の以上の釜本的特設に加え

て，われわれは彼の f科識の理論jの第 i

おけるパラグラフ (24) の関i注fの醸述を手掛

かりにして，たとえば農業における努欝額約的

な技術変化から生じるような，農業ストックの

資本構成のうち国定資本部分が流動資本部分よ

りも結対的に大きくなる場合に余剰の分担が

どのような影響を蒙るかも検討した。そうし

て，これらの議論が前々稿の主たる持容を構成

するのである九

しかしながら， ヲカードの表式に詔執するか

ぎり，われわれは穀物の貨幣鱗格と労鱒の賃金

を不変とする単純化の長定の枠さと破って議論を

ることができない。穀物〔小変)を不変の

艇俵標準と Lて構築される彼の表式は，これら

の単純北の仮定によって支えられているからで

ある。しかるに， ヲカードが後の r;fU1閣の

論Jをもって立ち向かおうとした当時の穀物法

問題は，これらの叡定た放棄することを要求す

るものであった。穀物法の撤廃による穀物輸入

の自治化はイギ 9ス陣内の穀物線格を低下させ

ることが努らかであったからである。加えて，

資本蓄積の帰結としての議の増進は，原生綾物

とりわけ穀物の価格と労畿の賃金を議資させて

きたという経験的挙実も無摸するわけに試し、か

4) r賃金基金説の系譜?について(6)J本誌第36巻第 1号
(1986年6)j)， pp. 73く73)ω106(106). 
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ない。こうして， リカードの「利潤の理論」の

第1章「農業ストッグの利潤率をめぐる考察」

の議論を支える単純化の仮定は早晩，放棄され

なければならないのである。そのとき， リカー

ドの表式に描出された農業ストックの蓄積過程

の原則がいかなる修正を受けることになるか

が，彼の第E章「資本の一般利潤率をめぐる考

察」の，そうして， とりわけ，その~ 1の中心

的課題とされるわけである。

われわれは，前稿において，その最初のバラ

グラフ (32)を検討した。前稿の第XVIII節で

は，そのパラグラフの文章がリカードの「価値

の理論」の初期的形態を示すものと見て，それ

を彼の『経済学と課税の原理』の第 I章「価値

について」めの陳述と比較したので、ある。その

結果，後者では，諸商品の交換価値はそれらの

生産に投入される労働の相対量によって規制さ

れると L、う陳述が正面に押し出されているの

に対して，前者では，それらの生産の困難さ

(difficulties) ， あるいは容易さ (facilities) 

によって規制されると L、う表現に重点が置かれ

ていることが見出されたのである。それは， ~利

潤にかんするエッセイ~ (1815年)から『原理』

(初版1817年，第3版1821年)に至るリカード

の思考の展開を反映するものとして興味を惹く

変化といえよう。その展開の経過はともかく，

前者の文脈の中に位置づけられる彼の「価値の

理論」は，なによりもまず，資本の蓄積過程に

おける穀物価格の変化の法則を示すためのもの

であったことを記憶しておく必要があろう。

リカードはパラグラフ (32)の脚注*で，農

業の改良による穀物価格の低下が，利潤と地代

に及ぼす影響に言及している。マルサスが農業

の改良から生じる余剰の増大は地代を上昇させ

5) David Ricardo， On the Princ勿les01 Political 
Economy and Taxation (London: John 
Murray， Third Edition 1821)， reprinted in 
The Works and .Corresρondence 01 David 
Ricardo， edited by Piero Sra妊a，VoI. 1 
(London: Cambridge University Press， 
1952)， Chapter 1: Qn Value， pp. 11-51. 

る原因になると考えていたのに対して， リカー

ドがそれは利潤を増大させるだけであると考え

ていることは，すでにパラグラフ (10) の脚

注*で述べられていたのであるが，パラグラフ

(32) の脚注*は，その理由を次のように説明

するのであるふすなわち r農業の改良によっ

て惹き起こされる穀物価格の低下は利潤を増大

させ，そうして，蓄積を助長することによっ

て，人口に刺戟を与えることであろうが，そのこ

とは再たび穀物の価格を上昇させ，利潤を低下

させるであろう。しかし，以前よりも増大して

いる人口を同じ穀物価格，同じ利潤率，そして

同じ地代のもとで維持することができるであろ

うイ農業の改良は，そのばあい，利潤(総額)

を増大させ，そして地代を一時的に減少させ

るJめのであった。 その過程を，われわれは前

稿の第XIX節で，できるかぎり忠実になぞって

みたのである。その論理は，もちろん，第E章

「資本の一般利潤をめぐる考察」の中のもので

あるから，上掲引用文中の「利潤(総額)Jは，

農業者だけが受け取る利潤総額ではなくて，

あらゆる分野に資本を投下しているすべての資

本家が受け取る利潤総額であると解釈されなく

てはならない。じっさい，われわれはリカード

の論理をなぞるにあたって，農業部門への資本

の投下は第n区画の土地へのそれ以上には進展

しないという単純化の想定を置いたので， この

過程を通じて農業ストックのありょうは変化せ

ず，それゆえ r閉じ穀物価格， 同じ利潤率」

のもとでは，農業者の受け取る利潤総額は不変

にとどまるのであった。ー

前稿の第XX節は， リカードのパラグラブ

(32)の脚注fの紹介に当てられた。そこでリ

カードは，農業の改良の効果について，彼の経

験的観測をこう述べている。すなわち，イギリ

スのように進歩しつつある国では，穀物の調達

をしだいに困難にさせる諸原因が絶えず作用す

6) Ricardo， Works， Vo1. IV， p. 19n.誇文は，拙
稿「賃金基金説の系譜について(7)J，p. 87 (193) 

を見よ。
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るのに対して，幾撲の改良はそれほど繍紫に起

こるものではないから，諮者の効果が後者のそ

れを正倒して，霞再建穀物の価格は傾向的に上

昇するであろうというわけである。

前穣の第XXI節では，パラグラフ (32)の欝

注料の議論を紹介した。そこでリカードはこう

述べている。すなわも fあらゆる商品の価格

は，ストッグの一般利i揮を含む，それら

よって，窮握的に競観されるとともに，ま

た，つねにそれ3口ftlかう{関向があるけれども，

それらのすべては，そうして，おそらく，それ

らのたいていのものより以上に穀物は，一時的

な原因から生じる鵠然的価格にさと右されるので

あるJ (傍点筆者)。この引用文の中の傍点宏

子守せられである一節は，一見したところ， ヲカ

ードの価値の理論のいまひとつの形態〈いわゆ

る費用税)の表明と受け取られるかもしれない

けれどもわれわれはそのー織にそのような普

遍的な意味合いが含められているとは考えな

い。そのような解釈を支持するに足る説明がり

カ…ド議身の設業によって与えられていないか

らである。しかし，その一節を，あらゆる商品

にではなくて，穀物に適用するとき，その生産

費とは，譲受界地における生産費でなくてはなら

そうして限界内地の場合には，それら

産費を超える余載が生み出されて，その部分が

地代になるのでなくてはならないことが現自で

あるo そのように解釈されるかぎりにおいて，

その一節は Fカードの「利潤の耀議j と締ら矛

盾するところがないであろう。そうして，その

殻理j関合会む生産費jの概念は，マルサス

の地代の理論における「土地の耕作に欝係する

あらゆる支出jの概念と，表喜至上はいちおうの

一致を示すのであるO しかし])カードの f-

毅理潤Jは彼の f務織の理論Jの中で決定され

る理論上の概意であるのに対して，マノレサスの

『地伐の研究Jにおける「当該踏における

スト y グの通常利謁率で見積もられるところの

……資本の利欝J7)は， リカードのものとは抽

7) Thomas Rob'ert Malthus， A錫 Inquiryinto 

象の度合"a::'異にする経験的概;主である。両者の

経済学に晃られるこのような詰象震の相違はケ

インズによってつとに指議されているところで

ある。

スラ y ブァの編集になるIi'lJカード全集』で

は， Ii'fU1.関にかんするよC ヅセイJ のパラグラブ

(32)には編者の詮1が付せられてあり，その

中で，マルヲナス宛1815年3月9a付のリカード

書擦を参類するよう指示されている。われわれ

は，龍稿の第 XXII蕗でその議簡を検討し，ボ

ナー編トマルサス探リカード養鰻集』と，スラ

y ファ韻 fリカード全集』とに収戟されている

その書諮の際文の中に，意外に多くの額違点をど

したのである。そうして，そのことは，そ

の他の事情に照らして， Ii'ザカード全集Jの厳

正な批評的研究を要求しているように態われる

のであった。加えて，この審構に付せられてあ

るスラヅブァの注 (3)は， 手カ…ドがこ

ドワード・ウエストの考察な探用したと

述べているのであるが，われわれはそのような

判断に対する疑問な示したのであるギ

XXIII 

リカードの f価値の理論jが述ぺられてある

パラグラフ (32)は次の文殺で締め主主られてい

るのであった。すなわち， r幾業にせよ， ある

いは製造業にぜよ，あらゆる改良から独立に，

箆の増進が単独で諾鰭絡に及ぼす効巣は，その

龍のすべての商品の舗格な従前のままにとどめ

ながら，累生濯物および労{畿の価格念上昇させ

るとともに，賃銀の金綾的上昇の帰結として，

一般利潤安部下させることであるように盟、われ

る」めと。

the Nature and Progress 01 R抑 t，and the 
Princ争lesby which it is regulated (London : 
John Murray，1815)， r坊がnted in Thomas 
Robert Malthus on the Nature and Progress 
01 Rent (Baltimore: Th記 Johns ままopkins
Pr母詰ぬ 1903)， edit母dby Jacob H. Hollander， 
p.2. 

8) Ricardo， Works，. Vol. IV， p. 20. 
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この一般利潤率低下の命題に到達するまでに

彼が行なってきた議論が二段構えになっている

ことは，すでにわれわれの見てきたところであ

る。すなわち，その第1段で，彼は穀物の貨幣

価格と労働の賃金を不変とする仮定に立ち，そ

のような仮定を置いた場合にでさえも，農業ス

トックの蓄積の進行は， より劣質な土地の耕作

を不可避ならしめることによって，農業ストッ

グの利潤率を低下させ，その効果は諸資本の競

争を通じて資本一般の利潤率を低下させる作用

を有するであろうと論じたのである。その第2

段は，上掲引用文の示すところであって，富の

増進は，まず農業における土地の制約から，原

生産物の生産の困難さを増大させ，そうして，

そのことは彼の「価値の理論」によって原生産

物の価格を騰貴させるというのである。それ

は，さらに，貨幣賃金の全般的上昇を招来し，

資本一般の利潤を減少させる。そのさい， リカ

ードは原生産物を除くその他の商品， とりわけ

製造業製品の価格を従前のままにとどめるとい

う単純化のための仮定を置いているが，彼の心

の中にはその仮定を緩めてもっと現実に近い議

論をする用意があったことについては，すでに

前稿の第 XXII節で述べたわ。 こうして， リカ

ードの考えるところでは，資本の一般利潤率の

低下傾向は，農業スト γ クの利潤率の低下が諸

資本の競争を通じて波及する径路と，原生産物

の価格騰貴が生産費の上昇を招来する径路との

相乗効果として現われるのである。彼は，資本

の一般利潤率の低下傾向を富の場進の過程にお

ける動かし難い事実として認識していたのであ

る。そうして，彼は議論をこう続ける。

1(33) この事実は， 一見してわかるより以

上の重要性を有するのであるが，その理由はそ

れが地主と社会のその他の人々との利害に関係

するからである。地主の状況は(蓄穣の帰結と

して食糧調達の困難さが増大することにより)

改善されるのであるが，それは土地の生産物の

うちの彼が取得する量が増大することによるだ

9)本誌第:36巻第2号， pp. 106 (212)ー113σ19).

けでなく，また，その取得分の交換価値が増大

することにもよるのである。もしも彼の地代が

14クォーターから28グォーターに増大するとす

れば，それは2倍を超える増加になることであ

ろう。なぜなら，彼はその28クォーターと交換

に2倍を超える量の諸商品を支配することがで

きるであろうからである。地代は貨幣で契約さ

れ，そして，貨幣で支払われるので，彼はζ こ

で想定されている事情のもとでは以前の貨幣地

代の 2倍を超える額を受け取ることであろう。

(34)同様にして，もしも地代が低下すると

したならば，地主は二重の損失を蒙ることにな

るであろう。彼は，まず，原生産物のうち彼の

追加的地代を構成する部分を失なうであろう。

そうして，さらに，彼はその残余の地代が支払

われるであろうところの原生産物の実質価値，

あるいは交換価値の，つまり，残余の地代の価

値の低下によって損失を蒙るであろう ot J10) 

リカードは資本の一般利潤率が傾向的に低下

する過程における「地主と社会のその他の;人々

との利害J関係を見るために，まずパラグラフ

(33) と (34)において地代の動向を検討して

いるのである。パラグラフ (33)で「地代は貨

幣で契約され，そして，貨幣で支払われる」と

明示的に述べられているように， リカードの念

頭にあるのはかなり発達した貨幣経済で、ある。

それゆえに，彼の理論の中で穀物(小麦)のグ

ォーター数で表示される地代の増加は，穀物の

貨幣価格の上昇を顧慮するとき，それが支配す

ることのできるその他の商品の量の増加を過少

評価することになるのである。こうして，資本

の一般利潤率が低下するなかで，地主は二重の

利得を受けることになる。第1に，穀物を価値

標準として表わした地代総額が増加するからで

10) Ricardo， Works， Vo1. IV， pp. 20-21.なお，パ
ラグラフ (34) の末尾に付せられである脚注記号
は， スラッファ版『リカード全集』では*印にな
っているが， リカードの原版では十印であるの
で， 本稿では後者を採用した。 DavidRicardo， 
An Essay on the Influence 01 a Low Price 
01 Corn on the Prolits 01 Stock (London: 
John Murray， 1815)， p. 19を見よ。



142 (362) 豪 華 務 理 詳研究 36吟 J安

あり，そして第2に，穀物f商務の上昇によっ

て，余鶏のうちの地主の敦得分の購買力が増加

するからである。

パラグラブ (34)で r陪様にしてJ とある

のは，蓄讃i選総な逆にj患って，農業ストックが

諜少する場合を考えるのである。耕地は減少

し， これまで臨界地として耕作されてきた阪商

の土地は教護され，そうして，これまでわずか

ながら地代な支払われていた区闘の土地が経界

地となるので、ある。その土地から生み出されて

いた余騎のうちの「追加的地誌を構成する部

分jはその地主の手中から失なわれるのであ

るo このような逆行的な過穣で、は書主界掲の肥

沃度と立地条件がしだいに長くなり，生産の閑

は軽識さFれるから， 予カードの「億穫の譲

論jによって，藤生産物の交換髄銭は低下す

るo こうして，資本の一般科講率が上昇すると

き，治主は二重の損失を蒙るのであるG もっと

も， ヲカ…ドはこのような逆行的な過翠が起こ

ることはないと考えていたにちがいない。じ，っ

さい，設はパラグラフ (33)で「もしも被の地

代が14グォータ…から28グォーターに増大する

とすればJというように，その条件蔀を仮定法

現在形で述べているのに対して，パヲグラフ

(34)では「もしも地代が抵下するとしたなら

ばJというように鎮定法過去形を用いているの

である。

次に，パラグラブ (34)の末尾に付そられて

あるリカードの騨設?を見ておこう。

円 穀物の価格は，その勉のあらゆる

の{濁格を規制するものと考えられてきた10 こ

りであるように私には思われる。も Lも

穀物の髄格が餐金属そのものの額値の騰落によ

って欝欝されるとするなら，そのばあいにもま

た，諾商品の{商務は， じっさい影響を受けるで

あろう。しかし，それらの儲格が変北する

は，貨幣の{簡{憶が変化することにあるのであっ

て，難物の{価{獲が変化ずるからではない。君主の

考えるに，貨幣と議高品とが間じ釣り合いをと

り続けるあいだは，あるいはむしろ，穀物で評

輔される 同じままであり続ける

あいだは，露商品は実質的に上昇も，あるいは

下議もするはずがないのである。税が課されて

いる場合には，その{函格の一部分はその商品を

使用する露出に対して支払われるものであっ

て，そのき経質価格 (realprice) な講成しな

い。j11)

スラップァ薮『担カード全集3で、は，上掲輯}

注の殻紛の文章に編者の詮が付けられている。

すなわち，

r 1 IJ原理JJ (本金集)第1巻， p.302以下

にあるアダム・スミスとその龍の著述家たちか

らの引用文会見よ。J12l

この注に指示されている引用文は， ロカード

の F経済学および課税の態翠』の第XXII章

f輸出に対する紫励金と輸入の禁止JI8)のほと

んど全体にわたって数在する。その章の題悶か

ら明らかなように，それを議じることはリカ

ドの F利潤にかんする品ッゼイ』のうち，われ

われがまだ触れていない後半部分くすなわち，

われわれの作成した目次の項gでいえば，後藤

「穀物法開題へのF器用J14) の部分)の議訟を先

取りする形になるきらいはあるけれども r穀
物の価格は，その他のあらゆる蕗品の価格を競

昔話するj という命題をめぐってリカ…ドがスミ

スの『閤富論』の一章をどのように読み込んで

いたかな示して，さわめて興味探いので，われ

われは次に新しい節を立てて， リカードのその

濃の議論を少し詳しく挑めることにしよう。

XXIV 

リカ…ドのま潔Jの第 XXII章「輸出に対

ナる奨励金と輪入の禁止」は33備のパラグラフ

で構成されている。われわれはこの霊堂の議論の

11) Ricardo， W orks， V 01. IV， p. 21n. 
12) Ibid. 
13) Ch器pterXXII: "Bounti邑son Export証tion，

and Prohibitions ofImportation，" in 設icardo's
Works， Vol. 1， pp. 301-320. 

14) Ricardo， Works， Vol. IV， pp. 26-41. 
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文脈の大筋を把むために，例によって， これら

のパラグラフに(1)~ (33)までの通し番号

を付して，その内容目次を作成することから始

めよう。

第XXII章「輸出に対する奨励金と輸入の

禁止」の内容目次

91. 穀物輸出に対する奨励金は外国消費者向

けの穀物価格を低下させるけれども，圏内

市場における穀物の価格には恒久的な効果

を与えないというリカードの命題の提示。

パラグラフ(1)から (4) まで。 pp.

301-302. 

92. 穀物の価格は窮極的に賃金を規制するの

で，その他のすべての商品の価格をも規制

することになるというフランシス・ホーナ

ー (FrancisHorner)の想定は，アダム・

スミス以来，多くの著述家たちが共有して

きた謬見であるというリカードの主張。パ

ラグラフ (5)から(7)まで。 pp.302-

304. 

93. アダム・スミス『国富論~， 第W編「経

済学の諸体系について」の第V章「奨励金

について」向における所説の批判的検討。

パラグラフ (8)から (26) までトo pp. 

304-314. 

(i)スミスが穀物を，あたかも輸出に対す

る奨励金の帰結としてその生産が増大し

えない商品であるかのように扱っている

点について。パラグラフ (8)からはお

まで。 pp.304-307. 

(ii)スミスがホーナーと同じように，穀物

の貨幣価格はその他のすべての商品の価

格を規制すると考えている点について。

パラグラフ (13)から (16) までトo pp. 

15) Adam Smith， An Inquiry into the Nature 
and Causes 01 the Wealth 01 Nations， edited 
by Edwin Cannan (London: Methuen， 1904)， 
V 01. !I， Book IV:“Of Systems of Political 
Economy，" Chapter V:“Of Bounties，" pp. 
7-24. 

307-310. 

(iii)スミスが奨励金の効果は貨幣の価値の

低下を惹き起こすと考えている点につい

て。パラグラフ (17)から (21)まで。

pp; 310-311. 

(iv)田園大地主 (country gentlemen) 

が，製造業者たちのやり方を模倣して，

穀物輸入に対する高関税と穀物輸出に対

する奨励金を設定したさいに，穀物とそ

の他の商品との本質的な差違に気づいて

いないというスミスの所論について。

パラグラフ (22)から (26) までo pp. 

311-314. 

~4. スミス以後の考え方をブキャナンとセイ

の見解に見る。パラグラフ (27)から (33)

まで、。

この章の男頭を飾る 91でリカードは，穀物

の輸出に対する奨励金がその価格に及ぼす効果

について彼自身の考えを簡潔に述べている。そ

うして，それ以降の諸節において，彼は権威あ

るいくつかの説を検討し，その作業を通じて彼

自身の説の妥当性を強調するのである。まず，

S 2で彼と同時代の人ホーナーの説が，つぎ

に， 9 3で、は過去に遡ってスミスの説が，そう

して最後に，再たび降ってブキャナンとセイの

説が検討されている。なかでも，スミスの説の

検討に最も大きな紙幅が費やされていて，われ

われの関心の中心を成す「穀物の価格は，その

他のあらゆる商品の価格を規制する」という命

題の検討は 93 (ii)において行なわれている

ことが，上掲の目次から見てとることができ

る。

9 1においてリカードはこう述べている。

r( 1)穀物の輸出に対する奨励金は外国消費

者向けの穀物の価格を低下させる傾向を有する

が， しかし，それは園内市場におけるその価格

には恒久的な効果を及ぼさなし、。

(2)ストッグの通常の一般利潤をあげるた

めには，穀物の価格がイングランドでは 1ク
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ォーター当たり 4ポンドでなくてはならないも

のと想定せよ。そうすると 1クォーター当た

り3ポンド15シリングで売られている諸外国に

は穀物を輸出することはできないであろう。し

かし，もしも輸出に対して 1クォーター当たり

10シリングの奨励金が与えられるとしたなら

ば， >それは外国市場において 3ポンド10シリン

グで売ることができて，その結果，穀物生産者

は，それを外国市場において 3ポンド10シリン

グで売ろうが，あるいは国内市場において 4ポ

ンドで売ろうが， どちらでも同じ利潤を得るこ

とになるであろう。

(3)そうすると，奨励金は外国における

英国産穀物の価格をその外国における穀物の生

産費よりも低くするであろうから，当然，英国

産穀物に対する需要を増大させ，そうして，そ

の外国の圏内産穀物に対する需要を減少させる

ことであろう。英国産穀物に対する需要のこの

ような増大は，まちがいなく，圏内市場におい

てその価格を一時的に上昇させ，そうして，そ

の期間中，外国市場において，奨励金が低下さ

せる傾向を有する低い水準にまで，その価格が

下落するのを妨げるであろう。しかし，イン

グランドにおける穀物の市場価格 (market

price) にこのようにして作用する諸原因は，

その自然価格 (naturalprice) もしくは実質

生産費には何の効果も生み出さないであろう。

穀物の生産は， より多くの労働も，また， より

多くの資本も必要としないであろう。そうし

て，その結果として，もしも農業者のストッグ

の利潤が，以前には，その他の事業者のストッ

クの利潤に比肩するだけのものでしかなかった

とするならば，前者の利潤は， このような価格

騰貴の後には，後者のそれをかなり上回る 1こと

になるであろう。農業者のストックの利潤を増

大させることによって， この奨励金は農業に対

する一つの促進要因として作用するであろう。

そうして，外国市場において増大した需要が充

足されるまでは，資本は農地で雇用されるため

に製造業から引き揚げられるであろう。そう L

て，その需要が充足されてしまうとき，国内市

場における穀物の価格は再たび，その自然かつ

必要な価格に落ち着き，そして，利潤もまた，

その通常の慣例的水準に立ち戻るであろう。外

国市場に作用するこのような穀物供給の増大は

また，それが輸出される国においでその価格を

低下させ，そうすることによって，その輸出者

(the exporter)の利潤を，彼が取引すること

のできる最低限度の率にまで抑えるであろう。

(4)そうすると，穀物の輸出に対する奨

励金の窮極的な効果は，園内市場におけるその

価格を上昇あるいは低下させることではなく

て，外国消費者向けの穀物の価格を低下させる

ことになるー)もしも穀物の価格が以前には圏

内市場でよりも外国市場で低くなかったとする

ならば，その奨励金の全額分だけ一一そうし

て，もしも圏内市場における価格が外国市場に

おける価格よりも高かったとするならば，それ

よりも小さな幅で。J16)

リカードは，まずパラグラフ(1)におい

て，穀物輸出奨励金が内外の穀物価格に及ぼす

効果にかんする自己の見解を一つの命題として

提示している。そうして，その命題を成立させ

るメカニズムの説明をパラグラフ (3)で与え

るに先立つて，その設明を行なう舞台をパラグ

ラフ (2)で設定するのである。その一連の論

述は，パラグラフ (4)においてパラグラフ

(1)の命題を再度，提示することによって締

め括られている。しかし，パラグラフ (4)の

命題には，外国における穀物価格への影響の大

きさを決定する条件が付加的に述べられている

ので，その陳述はパラグラフ(1)のそれより

も限定的になっているわけである。パラグラブ

(3) と (4)の文面には，パラグラフ (2)

で与えられている数値が一度も姿を現わさない

けれども，それらの数値がその議論を下からし

っかりと支えていることは容易に理解できるで

あろう。こうして， ~ 1を構成する四つのパラ

グラフは相互にきわめて緊密な関係を保ちなが

16) Ricardo， Works. Vol. 1， pp. 301-302. 
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ら一つの構造を成していると言わねばならな

L 、。

パラグラフ(1)と (4)に述べられている

リカードの命題は，穀物の輸出に対する奨励金

が内外の穀物価格に及ぼす「恒久的」あるいは

「窮極的」な効果にかかわるものであること

が，まず留意されなくてはならない。もっと

も，その効果が生み出される途中の過程を説明

するパラグラフ (3)では I一時的」な効果

も顧慮されているのではあるが。

パラグラフ (2)では，英国の農業者が置か

れる二つの状況が設定されている。第1の状況

は，国内市場における穀物価格が4ポンドで，

農業者の取得する利潤は製造業や商業などのそ

の他の事業におけるストックの利潤と同率であ

り， しかもそれが通常の利潤率であるという観

念が定着しているものとされる。そのとき， リ

カードのいわゆる「ストックの一般利潤を含む

(穀物の)生産費JJ7) は4ポンドである。そう

して，諸外国における穀物価格は3ポンド15シ

リングであるので，英国の農業者の穀物の「生

産費Jはそれを 5シリングだけ上回わってい

る。それゆえ，彼にはその生産物を国内市場に

出す以外に採るべき途はないのである。

第2の状況は，英国政府が穀物の輸出に対し

て1クォーター当たり 10シリングの奨励金を交

付することによって発生する。奨励金の交付

は，英国の農業者にとって穀物の「生産費」が

10シリング分だけ軽減されて 4ポンドから 3

ポンド10シリングに低下するのと同じ結果をも

たらす。このような状況の変化は，彼に，その

生産物を4ポンドの価格で園内市場に出す途に

加えて，軽減された「生産費」に見合う 3ポン

ド10シリングの価格で外国に輸出する途を聞く

のである。いずれの途を採ろうと，彼の「生産

費」に含まれる「ストッグの一般利潤」の大き

さに変わりはなし、。

パラグラフ (3)は，この第2の状況の中で

17)前稿(本誌第36巻第2号)の第 XXI節， とりわ
け， pp. 103 (2ゅの-106(212)を見よ。

何が起こるかを論じるのである。奨励金の交付

によって英国の農業者はその生産物を 3ポンド

10シリングで，すなわち外国における穀物価格

を5シリング下回わる価格で輸出することがで

きるようになったのであるが，その結果，外国

では需要が英国産穀物に移行して，その国で作

られる穀物に対する需要は減少する。英国産穀

物の出荷先の変更と，それにともなう需要の動

きは，英国内の穀物価格を騰貴させるととも

に，外国における穀物価格を低下させる。しか

し， このような価格の変化は「一時的」な性格

のものであると， リカードは言うのである。す

なわち，そのとき，外国における穀物価格は

「窮極的」な効果に対応する水準にまで下がっ

てはおらず，それは英国内における穀物価格の

「一時的」な上昇によって妨げられているため

であると言うのである。

その事情は，パラグラフ (2)で与えられた

数値例を援用すれば，容易に理解できる。い

ま，国内向けの穀物出荷量の減少によって英国

内における穀物価格が4ポンドから 4ポンド 3

シリングに上昇したとすると，英国の農業者は

その生産物を国内に出荷することによって 1

クォーター当たりで通常の利潤よりも 3シリン

グ分多い利潤をあげることになる。そのとき，

彼が同じ生産物を輸出する気になるためには，

そこからも通常の利潤よりも 3シリング増しの

利潤が得られるのでなくてはならなし、。そうし

て，そのためには，外国向けの穀物の価格は，

やっと通常利潤だけを確保することのできる3

ポンド10シリングではなくて 3ポンド13シリ

ングでなければならなし、。こうして，英国内に

おける穀物の価格が4ポンドよりも少しでも高

くなるかぎり，外国における穀物の価格が3ポ

ンド10シリングにまで下がることはけっしてな

いのである。このとき，英国の農業者は通常の

一般利潤を超える異例の利潤を得ていることに

なるので，諸資本の競争のはたらきに照らし

て，このような状態が「恒久的」なものでない

ζ とは明らかで、ある。
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そこでリカードはこう述べている。「しか

し，イングランドにおける穀物の市場価格

(market price)にこのようにして作用する諸

原因は， その自然価格 (natural price) もし

くは実質生産費には何の効果も生み出さないで

あろう」と。ここに登場するく市場価格〉と

く自然価格〉というこつの言葉は，たんなる普

通名詞ではなくて，アダム・スミスの『国富

論』に述べられている特定の理論の文脈の中に

位置づけられる術語である。穀物輸出奨励金の

交付に端を発する市場要因の変化(英国産穀物

の出荷先の変更と，それに伴なう相手国の需要

の移動)は穀物のく市場価格〉を変化させるけ

れども，そのく自然価格〉には何の影響も及ぼ

さないというリカードの所説はスミスの理論に

沿うものである。パラグラフ (3)におけるリ

カードの議論がどこまでスミスの流れに沿い，

どこから分かれるのかを明らかにするために，

われわれはここで話の筋を中断して，スミスの

『国富論』に目を転じることにしよう。

xxv 

アダム・スミスの『国富論』第 1編第W章

「商品の自然価格と市場価格について」聞は37

個のパラグラフから構成されている。この章の

全体的構成に見当を付けておくために，それら

のパラグラフに(1)~ (37)の通し番号を付

けて， その内容目次を作成してみよう。『国富

論』のキャナン版には，その編者による余白小

見出し (marginalsummary) が付せられて

あり，それは古典派経済学研究のー権威者によ

るこの章の読み方を示唆するものである。以下

に示す内容目次は筆者の読み方を示すものであ

18) Adam Smith，。ρ.cit.， Vo1. 1， Book 1 : Of the 
Causes of Improvement in the productive 
Powers of Labour， and of the Order 
according to which its Produce is natural1y 

distributed among the different Ranks of 
the People; Chapter VII: Of the natural 
and market Price of Commodities， pp. 57-65. 

るが，それはキャナン教授の読み方と相違する

ところがあると思うので，興味ある読者は両者

を比較検討されるとよし、。

第W主主「商品の自然価格と市場価格

について」内容目次

~l. 商品の自然価格の定義。パラグラフ(1)

から (6)まで、o pp. 57-58。

(i)商品の自然価格は賃金，利潤，および

地代の自然率による生産費を支払うのに

過不足ない価格であること。パラグラフ

(1)から (4) まで。

(ii)商品の価格と利潤の関係について。パ

ラグラフ (5) と (6)。

~ 2. 商品の市場価格の定義。パラグラフ(7)

から (12)まで、o pp. 58-590 

( i )商品の市場価格は，その市場への出荷

量と有効需要 (effectual demand) と

の釣り合いによって規制されること。パ

ラグラフ(7)と (8)。

(ii)市場価格の変動のメカニズムについ

て。パラグラフ (9)から (12)まで、0

~ 3. 市場価格が自然価格から講離している場

合にかんする諸考察。パラグラフ (13)か

ら (32) まで、o pp. 59-64。

( i )自然価格は商品の価格がそこに惹き付

けられる中心価格であること。パラグラ

フ (13)から (15) まで、。

(ii)商品を市場に出荷するまでに用いられ

る勤労 (industry)の全量と，それに対

する需要との聞の関係は産業部門によっ

て安定度が相違すること。パラグラフ

(16) と (17)。

(iii)市場価格の一時的変動が賃金と利潤に

及ぼす影響について。パラグラフ (18)

と (19)。
(iv)市場価格が自然価格を長期間にわたっ

て上回ることがある諸事例について。パ

ラグラフ (20)から (29)まで、o pp. 62-

640 
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まえおき。パラグラフ (20)。

事例市場価格が自然価格を上回って

いる事実を生産者が秘匿する場合。パラ

グラフ (21)から (23) まで、。

事例n:非常に特殊な土壌や立地などの

自然的原因による場合。パラグラフ (24)

と (25)。

事例ill:人為的な独占による場合。パラ

グラフ (26)から (29) まで。

(v)商品の市場価格が自然価格を長期間に

わたって下回ることはほとんどないこと

について。パラグラフ (30) と (31)。

~ 3のむすび。パラグラフ (32)。

H. 自然価格の構成要因たる賃金，利潤，お

よび地代の自然率を決定する社会的事情に

かんする考察は以下の諸章で行なわれると

いう予告。パラグラフ (33)から (37) ま

で。 p.65。

まず，商品の自然価格についてスミスはこう

述べている。

r( 1)あらゆる社会もしくは地域には， 労

働とストックのさまざまなあらゆる雇用にお

ける賃金と利潤の通常率ないし平均率 (an

ordinary or average rate of wages and 

profit)が存在する。このような率は，やがて

示すように，一つには，その社会の全般的事情

によって，すなわち，その社会が富んでいるか

貧しいか，その状態が進歩しつつあるか，停滞

しているか，あるいは衰退しつつあるかによっ

て，また一つには，それぞれの雇用の特有の性

質によって，自然的に規制されるのである。

(2)同様にして，あらゆる社会もしくは

地域には，地代の通常率ないし平均率 (an

ordinary or average rate of rent)が存在

するが，それもまた，やがて示すように，一つ

には，その土地が位置する社会もしくは地域の

全般的事情によって，また一つには，その土地

の自然のままの肥沃度，あるいは，改良を加え

られた肥沃度によって規制される。

(3) これらの通常率ないし平均率は，それ

らが通り相場になっている時期と場所におい

て， 賃金， 利潤， および地代の自然率 (the

natural rates of wages， profit， and rent) 
と呼ぶことができょう。

(4)し、かなる商品であれ，その価格がそれ

を生産し，仕上げをほどこし，そうして市場に

出荷するにあたり雇用された土地の地代，労働

の賃金，およびストッグの利潤を，それらの自

然率に従って支払うのに過不足のないものであ

るとき，その商品は自然価格と呼ぶことのでき

る価格で売られているのである。J19)

パラグラフ(1)では賃金と利潤の，そして

パラグラフ (2)では地代の自然率の存在が主

張されている。もっとも，そこで用いられてい

るのは「通常率もしくは平均率J(an ordinary 

or average rate) とL、う言葉であるが，それ

はパラグラフ (3)で提示され，やがて以下の

諸章における説明を通じてしだいにその内容を

規定されて行くことになる「自然率J(the 

natural rates)の仮りの名称である。たとえ

ば，そこに用いられている「平均率」という言

葉には統計学上の平均概念を意味するものは何

も含まれていなL、。それは，むしろ， r通常率」

という言葉に付帯する特定の意味を打ち消すた

めに用いられているのであり，そうして，それ

を逆に見れば，それに付帯している特定の意味

は「通常率」と L、う言葉によって打ち消される

のである。要するに， r通常率もしくは平均率」

とし、ぅ語は，それ自体としては，いわば無色透

明な無規定語なのである。 こうして， (1)から

(3 )までの三つのパラグラフでは，賃金，利

潤，および地代の自然率が，一方において，そ

の社会の全般的事情によって，また他方におい

て，それぞれの雇用の特殊的事情によって規制

されるということ以外はまったく無規定のまま

に，ただ存在すると主張されているのである。

それは，いってみれば，スミスの体系における

く賃金，利潤，および地代の自然率の存在の公

19) Ibid.， p. 57. 
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理〉の表明である。そうして，パラグラフ (4)

で， この公理に基づいて商品の自然価格が定義

されている。

ここまでのスミスの陳述は内容的にほとんど

無規定のものであるとはいえ，すでにマルサス

の『地代の研究』とりカードの『利潤にかんす

るエッセイ』に触れてきたわれわれは，スミス

のパラグラフ (2)の陳述に一つの疑問を抱か

ないわけにはいかない。たとえば，マルサスは

地代にかんする従前の諸説を紹介するパラグラ

フでこう述べていた。すなわち，

r( 9) この問題を非常に注意深く， かつ繰り

返し検討したうえで，私はアダム・スミス・

の見解にも同意できないことを知った。

(10) これらの著述家たちのほとんどすべて

が，地代を，その性質とそれを支配する法則に

おいて，独占の特性を有する価格が生産費を越

える余剰ときわめて類似したものと看倣してい

るように，私には思われるのである。

(11) アダム・スミスは， もっとも彼の著書

の第 I編第X章のいくつかの箇所で地代に真理

の光を当てて考察し，また……原生産物の高価

格の最も本質的な原因にしばしば触れてはいる

ものの，それを十分に説明してはいなし、。そう

して，土地のきわめて顕著な特異性に注意を向

けることなく，地代にも独占という用語を適用

することによって，彼は読者に対して，生活必

需品の高価格の原因と，独占商品の高価格のそ

れとの聞の真の相違について確たる印象を与え

ないJ20) と。

要するに，マノレサスと，そしてリカードの新

しい理論のねらいの一つは，地代を自然的な概

念として，すなわち，競争の作用によって消滅

させられることのない所得概念として説明する

ことにあったのである。スミスが上掲のパラグ

ラフ (2) と (3)によって，地代の自然率の

存在を公理として提示しているのは，マルサス

2ゆ)Malthus， op. cit.， pp. 2-3.拙稿「賃金基金説の

系譜について(5)J本誌第35巻第2号， pp. 154 

σ30)-155 (331). 

のこのような批判とどう結びっくのであろう

か。こうして，われわれは『国富論』における

スミスの地代の取り扱いの全局面を検討して，

マルサスの批判の当否を考えてみる必要があろ

う。しかし， この問題に立ち入ることは， リカ

ードの『経済学および課税の原理』の第XXIV

章「地代にかんするアダム・スミスの学説」を

取り上げる機会がくるまで延期せざるをえな

い。それはともかく， リカードが同じ書物の第

XXII章「輸出に対する奨励金と輸入の禁止」

のパラグラフ (3)で「穀物の自然価格」と言

うとき，それに対応する自然的地代は， もちろ

ん，彼の「利潤の理論」の文脈の中に位置づけ

られる地代概念でなくてはならない。

スミスは上掲のノ4ラグラフ (4)で商品の自

然価格を定義した後，その利潤部分について，

次のような説明を加えている。

r (5)そのとき(自然価格で売られるとき)

この商品は，まさしく，それに値するところの

ものと引き換えに，あるいは，それを市場に出

荷する人が実質的に犠牲にしているところのも

のと引き換えに売られているのである。と L、う

のは， 日常用語で商品の原価 (primecost)と

呼ばれるところのものは，それを再度売らなく

てはならない人の利潤を含んでいないけれど

も， しかし， もしも彼がその地域における通常

利潤率 (theordinary rate of profit)を見込

んでいない価格でそれを売るとするならば，彼

がこの業務によって損をすることは明白だから

である。なぜ、なら，彼のストックを何か別の業

種で雇用することによって，彼は件の利潤を取

得することができたかもしれないからである。

加えて， 彼の利潤は， 彼の収入， すなわち，

彼の生計のための本来的な基金 (theproper 

fund of subsistence)なのである。彼がその

商品を整え，そうして，それを市場に出荷する

までの間，彼は彼の労働者たちに彼らの賃金，

あるいは，彼らの生計費を前払いしているので

あるが，ちょうどそのように，彼は自分自身に

対しでも，同じ仕方で，彼の生計費を前払いし
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ているのである。そうして，彼の生計費は一般

的にいって，彼の商品の販売から穏当に期待す

ることのできる利潤に相応のものになっている

のである。それゆえに，もしもこれらの商品が

彼にこのような利潤をもたらさないとするなら

ば，それらは彼が実質的に犠牲にしたときわめ

て妥当に言うことのできるところのものを償う

ことにならないであろう。

(6)それゆえ，彼にこのような利潤を残す

価格は，仲買人 (dealer)が彼の商品を時たま

売ることができるかもしれない最低価格では必

ずしもなくて，彼がそれらの商品をかなりの長

さの期間にわたって，そして，すくなくとも，

完全な自由 (perfect liberty) がある場合，

あるいは，彼が好むままにその業種を転換する

ことのできる場合に，売り続ける見込みのある

最低価格である。J21l

パラグラフ (5) で用いられている原価

(prime cost) という日常用語は， 後にアノレフ

レッド・マーシャルが彼の費用分析の術語とし

て借用することになり，その場合にはく主要費

用〉とし、う訳語が定着しているようであるが，

それは今日， 直接費 (directcost) と呼ばれ

るものを意味し，利潤を含まなし、。それに対し

て， 自然価格はある種の利潤部分を含み，そう

して， その利潤は実質費用 (real cost) とし

ての， すなわち， 1"それを市場に出荷する人が

実質的に犠牲にしているところのもの」に対す

る支払いとしての性質を有すると，スミスは述

べている。その理由は，一つには，もしも彼が

そのストックを別の事業で雇用していたとする

ならば，その地域における利潤の自然率に応ず

る利潤をあげることができたであろうにもかか

わらず，彼はこの商品を市場に出す事業にたず

さわることによって，その機会を犠牲にしてい

るからであるというのである。すなわち，今日

の言葉でいえば，それは彼の資本の機会費用

(opportunity cost) としての性格を有するも

のである。そうして，いま一つの理由は，それ

21) Smith， 0.ρ. cit.， pp. 57-58. 

は彼が前払いした彼自身の生計費に対する払い

戻しとしての性格を有することにも求められ

る。このような二重の意味において実質費用と

看倣される利潤部分を含むがゆえに， 自然価格

はその商品を市場に出荷する人が実質的に犠牲

にしているものに対する支払い，すなわち実質

費用と言うことができる。

パラグラフ (6)では， このような性質を有

する自然価格の水準が，考察される問題に固

有の時間的射程の長さに，すなわち，マーシ

ャルのいわゆる時間要素 (the element of 

time) 22) に依存することが指摘されている。

自然価格は，その商品を市場に出荷する人がか

なり長期にわたってそれを売り続けると思われ

るところの最低価格であり，その期間の長さ

は，もしもその事業よりも有利な事業が別にあ

るならば，彼が前者から資本を引き揚げて，後

者に再投資することが完全に自由にできるに必

要な長さでなくてはならなし、。こうして，スミ

スの自然価格は後のマーシャルの用語で言え

ば，長期正常供給価格に対応するものである。

じっさい w国富論』第 I編第W章についてわ

れわれの作成した目次の ~H自然価格の定義」

を構成するパラグラフを読んだうえで，マーシ

ャルの『経済学原理』第V編第皿章「正常な需

要と供給の均衡J23) を読むとき，人はマーシャ

ルがスミスの議論をし、かに忠実に，そして，い

かに巧妙に発展させているかを知って，強い印

象を受けないですますことはできないであろ

う。それにしても，スミスのパラグラフ (6)

に付せられてあるキャナンの余白小見出しが，

時間要素への言及をまったく欠いてL、るのは，

いささか不審なことである。

商品の市場価格について，スミスはこう述べ

ている。

1"( 7) し、かなる商品であれ， それがふつう

22) Alfred Marshall， Princ伊les0.1 Eco.no.mics 
9th (variorum) edition (London: Macmil1an， 
1961)， Vol. 1， p. 347. 

23) Ibid.， pp. 337-350. 
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に売られている現実の価格は，その市場価格と

呼ばれる。それは，その自然価格よりも高い

か，あるいは低いか，あるいはまた，ちょうど

同じであるかの，いずれでもありうる。

(8)特定の商品の市場価格はすべて，それ

が市場に出荷されるところの数量と，そして，

その商品の自然価絡，あるいは，それを出荷す

るために支払わなくてはならなかった地代，労

働，および利潤の全価値を支払う意思を有する

人々の需要との聞の釣り合い (proportion)に

よって規制される。このような人々を有効需要

者 (effectualdemander)，そうして，彼らの

需要を有効需要 (effectualdemand) と呼ぶ

ことができょう。なぜ、なら，それは，その商

品を市場に出荷することを実現させる (to

effectuate)に十分なものでありうるからであ

る。それは絶対需要 (absolutedemand) と

は違う。非常に貧しい男でも，何らかの意味に

おいて，六頭立ての馬車に対する需要を持って

いるということができるかもしれない。彼はそ

れを手に入れたいと思うかもしれないけれど

も， しかし，彼の需要は有効需要ではないので

ある。なぜ、なら，彼の需要を満たすために，そ

の商品が市場に出荷されることはけっしであり

えなL、からである。J24)

パラグラフ(7)において，商品の市場価格

は，一見したところ，たんに，その商品が売ら

れる現実の価格 (actualprice)であると受け

取られかねないけれども，その陳述は「ふつう

に売られているJ(commonly sold) という語

句によって徴妙な限定を受けていることが注意

されなくてはならない。その限定の趣旨は，た

とえば，次のように説明することができるであ

ろう。穀物やその他のいくつかの農産物のよう

に，かなりよく組織された市場を有する商品に

ついて考えよう。そのような市場に出荷された

商品が，その市場の通例の手続きを経て売られ

るときに成立する現実の価格は，スミスの言う

ととろの市場価格である。しかし，出荷以前，

24) Smith， op. cit.， p. 58. 

あるいは以後に，通例の手続きを経ずして個別

の消費者に売り渡される商品は rふつうに売

られているJものと認められず，それゆえに，

それらの取引において成立する現実の価格は，

スミスの言うところの市場価格ではないと言わ

ねばならなL、。もちろん，十分に組織された市

場を持たない商品の場合には rふつうに売ら

れている」という条件には別の内容が盛り込ま

れなければならないであろうけれども，そのよ

うな問題はスミスの議論の筋には関係のないこ

とである。

じっさい r商品の自然価格と市場価格につ

いて」の章におけるスミスの議論が，あらゆる

商品の価格分析に適用さるべき一般理論を意図

したものであることは否定すべくもないけれど

も，その理論の原型は，当時においてもかなり

よく組織された市場を有した農産物， とりわけ

穀物の市場に求められたで、あろうと推測される

点が多々あるのである。たとえば，上掲のパラ

グラフ (4)において， rいかなる商品であれ，

その価格がそれを生産し，仕上げをほどこし，

そうして市場に出荷するにあたり (inraising， 

preparing， and bringing it to market)雇

用された土地の地代，労働の賃金，およびスト

ッグの利潤を，それらの自然率に従って支払う

のに過不足のないものであるとき」とスミスが

述べるとき，“raising" とは穀物を栽培するこ

とであり，“preparing" とはそれを脱穀し，

選別しそうして，袋に入れることであり，

“bringing it to market" とは， 多少とも組

織された市場に出荷することを意味したで、あろ

うことに疑いの余地はない。スミスの価格の理

論の原型の所在が，そのままリカードに受け継

がれ，やがてジョン・ステュアート・ミルを経

由して，マーシャノレにまで尾を引いて行くこと

は，やがて明らかにされるであろう。こうし

て rふつうに売られている」というスミスの

語句の意味を説明するためにわれわれが取った

例は，けっして的をはずしてはいないのであ

る。このような意味合いに重点を置いてパラグ
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ラフ(7)を読むとき，それは十分に組織され

た市場で成立する価格でさえも自然価格から悉

離しうることを主張しているものと解釈するこ

とができるであろう。

このような形で、定義される市場価格を規制す

るところの二つの要因がパラグラフ (8) に述

べあれている。その一つは，その市場への現実

の出荷量 (thequantity which is actually 

brought to market)であり，し、ま一つは，

スミスの言うところの有効需要 (thee妊ectual

demand)である。前者の意味はきわめて明瞭

であるが，後者の概念をパラグラフ (8)の文

面から読み取るとき，いささか微妙な点がある

ように思われるので，少し注釈しておこう。ス

ミスの言葉によれば，有効需要とは， まず，

「その商品の自然価格……を支払う意思のある

人々の需要」である。そうして，つぎに，それ

は「それを出荷するために (inorder to bring 

it thither) 支払われなくてはならなかった地

代，労働，および利潤の全価値を支払う意思の

ある人々の需要」である。これら二つの陳述は

同じ内容のことを言い換えたものであり，そう

して，両者が同じ内容を持っとするならば，後

者の陳述は，自然価格を定義するパラグラフ

(4)の陳述と整合するものでなくてはならな

い。パラグラフ (4)では，商品の自然価格

は， Iそれを……市場に出荷するにあたって (in

. bringing it to market)雇用された土

地の地代，労働の賃金，およびストックの利潤

を，それらの自然率にしたがって支払うのに過

不足のないもの」とされているのであった。こ

の文面の「それを」と L、う代名詞が，それに先

行する I¥'、かなる商品J(any commodity)を

受けるものであることに疑いの余地はない。し

かし，パラグラフ (8)の最初の文章の中で

は， Iそれを」と L、う代名詞の前に， I特定の商

品J(every particular commodity) と「現実

に市場に出荷されるところの数量J(the quan-

tity whichis actually brought to market) 

という二つの語群があって， この代名調がそれ

らのいずれの語群を受けるものと解釈するかで司

迷われる向きもあるかと思われるのである。じ

っさい， w国富論』の邦詩書のなかには， 後者

の語群を受けると解釈していると推測できるも

のも見受けられるのであるが，上述の理由によ

って，そのように解釈しではならないのであ

る。もしもそのように解釈するとしたならば，

その商品の市場価格を規制する第2要因として

の有効需要は，第 1の要因たる現実の出荷量か

ら独立な要因ではありえないであろう。しかし

ながら，スミスの有効需要の概念は，自然価格

に対応する自然的概念、であって，それは現実の

出荷量からは完全に独立な概念でなくてはなら

ない。

スミスの有効需要の概念のこのような特質を

確認したうえで，われわれは彼がパラグラフ

(8)において事実上，次のように述べている

ことに注目しよう。すなわち，商品の市場価格

は現実の出荷量と有効需要との聞の釣り合い

(the proportion between the quantity 

which actually brought to market， and 

the effectual demand)によって規制される

と。

この陳述における「釣り合いJ(proportion) 

という言葉は，われわれにジョン・ステュアー

ト・ミルの賃金基金説の陳述を想起させる。彼

はその『経済学原理』第E編「分配」の第11章

「賃金について」の第 1節「賃金は労働の需要

と供給に依存する一一換言すれば，人口と資本

に依存する J25) の中でこう述べているのであっ

た。

「……社会の現状では，競争が賃金の主たる

規制要因であって，慣習ないし個人的特性はそ

れを修正する要因，すなわち，比較的軽い程度

における規制要因であると看倣されなければな

らない。

25) John Stuart Mi11， Princiρles 01 Political 
Economy， edited by J. M. Robson， as Collected 
Works 01 John Stuart Mill， Vol. II (Univer-
sity of Toronto Press， 1965)，pp. 337 ff. 
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賃金は，その場合，主として労働の需要と供

給に依存する。あるいは， しばしば用いられる

表現によれば，それは人口と資本との聞の釣り

合い (proportion)に依存する。ここで人口と

は労働者階級の人数，あるいはむしろ，傭われ

て働く人々の人数を意味する。そして資本は流

動資本だけを， しかもその全体でさえもなく，

そのうちで労働の直接的購入に支出されあ部分

だけを意味する。しかしながら， この部分に，

兵士，家事使用人，および，その他のあらゆる

不生産的労働者の賃金のように，資本の一部で

はないが労働と引き換えに支払われるすべての

基金が付け加えられなければならない。一国の

賃金基金と呼ばれてきたところのものの総計を

耳慣れた一つの言葉で表わす方法は，不運にし

て，まったく存在しなL、。そして，その基金の

ほとんど全部に近いものを生産的労働の賃金が

占めているので，それよりも小さく重要性のな

い部分を軽く視て，賃金は人口と資本に依存

すると述べるのが慣わしとなってきたのであ

る。J26)

ミルの時代に慣用されていた「賃金は人口と

資本との聞の釣り合いに依存する」という言い

回しは，こうして，その源をスミスの上掲パラ

グラフ (8)の陳述にまで遡ることができるわ

けである。そうしてこのような言い回しの真意

が， I賃金は労働の需要と供給に依存する」こ

とを言うにあると， ミルは解釈しているのであ

る。もしもミノレにスミスのパラグラフ (8)の

陳述を解釈させるならば，彼は「商品の市場価

格が主として競争によって規制されるならば，

それはその商品の需要と供給に依存する」と述

べることであろう。もちろん，その需要とはス

ミスのいう「有効需要」であり，供給とは「現

実の出荷量」である。そうして， ミルの賃金理

論において I有効需要」に対応するものは，

「賃金基金」によって裏打ちされる需要であり，

26) Ibid.，.即 .337-338.拙稿「賃金基金の系譜につい
て(2}J，本誌第34巻第2号 (1984年9月)， p. 92 
(258)参照。

「現実の出荷量」に対応するものは， I傭われて

働く人々の人数」であろう。このようなアナロ

ジーが承認されるとするならば， ここでミルの

論じている賃金は，労働の市場価格であって，

その自然価格ではないと考えることができょ

う。

賃金基金説の慣用的な言い回しについて述べ

た以上の議論は，もちろん，ジョン・ステュア

ート・ミルその人の解釈に基づくものであっ

て，当時，同じ言い回しを用いていた他の著述

家たちがそれをどのように解釈していたかは別

の問題である。同様に，スミスのパラグラフ

(8) の前半の陳述についても，上述のものと

は別の解釈が，その正否は別として，成り立ち

うるであろう。

次に，スミスのパラグラフ (8)の後半の陳

述に注釈を加えておこう。その陳述の趣旨は，

f皮の「有効需要」を「絶対需要」という概念と

対比することによって，その意味を明らかにし

ようとするところにある。絶対需要とは，購買

力の有無とは独立に，あらゆる欲求から生じる

需要であるかのようである。しかし，このよう

に定義されるとき，絶対需要の広がりは際限な

く続き，量的概念としてはきわめて暖昧なもの

になるであろう。スミスは「非常に貧しい男」

が「六頭立ての馬車Jに対する「需要」を有す

るとし、う途方もなく極端な例しか挙げていない

ので，このことはやむをえない。暖昧な概念と

対比することによって，ある概念の意味を明ら

かにするというのは，いささかパラドキシカル

に思われるであろうが， じつは「有効需要」の

概念はすでに述べられたことから十分に明確な

ものであるとスミスは考えているのである。こ

こで彼がねらっているのは，有効需要が購買力

の裏付けを有するという一面を読者に印象づけ

ることであったと思われる。彼の述べているこ

とに基づいて，われわれは次のように言うこと

ができる。すなわち，スミスの「有効需要」と

は，あらゆる欲求から生じる需要のうち， 自然

価格の成立する状態において，購買力の裏付け
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含有するものνであると。いま， スミ λ の貌jの

「非常に貧しい男j よりもはるかに豊かな人

を，あるいは， r六頭立ての馬車jに対する「有

たちよりも，もっと豊かな人物を考

えてみよう。設は六顕立ての馬車の郁格がその

自然儲格よりも抵い水準にあるならば，それを

してもよいと思っているものとする。しか

し，その!3然舘格に一致する議絡のもとでは，

六頭立ての馬車よりも別の商品を購入するもの

としよう。そうすると，援はスミスの詮う「有

ではなく， したがって，六顕立ての

馬取に対する援の需要は「有効需饗jではない

のである。鮮明な印象者旨欲したスミスは，

カの裏付けを欠くがゆえに f有効需要者jたり

えない事例iを，…見して明らかに購買力合欠い

ている「非常に設しい男Jに取ったのであるけ

れども，われわれの示した鍔のように，一見し

たところ十分な購買力を有すると態われる人物

についても，白熱{濁務の成立する状議におい

て，後自身がその権運警に欝繋カの裏付けを与え

ることな欲しない場合も，スミスの議論の筋の

懇長線上に，考えることができるのであるo

以上の剖は，商品の浴場錨格が，その吉然綴

格よりも器い場合のものであるが，その逆の場

合については，次のように言うことがで。制。

すなわち，商品の市場鱈務が，その自然締格よ

りも高いとき，その市場{溺格のもとで需要者と

とはかぎらないとo

は，そのように高い市場極格では，その商品を

購入することを欲しないでーあろうからである。

しかし，市場価絡が法下して，その自総額格と

一致するとき，彼らはその欝要に購買力の裏付

けを与えて，みずから「有効寄要議jたること

を立証するで、あろう。

こうして，スミスの f有効需要Jとは， 議祭

価格の成立する状離において鶏糞力の裏付けを

与えられる需要である，と設うことができる。

それ広務場価格のいま一つの規制擦問である

「現実の出蒋量jが一つの確定的な数量である

のと悶様に，…つの確定的な数量なのである占

アルブレッド・マーシャノレの経首会詳の影響を強

く受けているわれわれは，それが披の

需要」の議念のように，一連の数値の表ではな

いことに，とくに控意する必要がある。ちな

みに，ケインズの有識欝饗 (the effective 

dema廷のはスミスの「有効需要Jとはまった

く異なる機念ではあるけれども，それが→つの

議定的な数量であるという点では悶じ性紫セ有

することに生日しておこう。ケインズは fー殻

理論Jの第3叢「有効需要替の原理J27)におい

て，設の有効鰭芸ぎをこう主主義している。すなわ

「総需華客偶数が総供給曲韓によって切られる

点におけるD の{肢は，有効霧襲と呼

ばれるであろうJ2S
) とc

こうして，ケインズの有識需要とは，彼のい

わゆる総需要関数の特恕のー数龍である。この

点にかぎっていえば，授はスミスの用語法を設、

突に継承していると脅うことができょう。しか

し，ケインズの罷心は，有効需要がなぜそのよ

うな特定の値を取るのかを，主として，総書要

の成り立ちから説明することに集中するのであ

る。それは古典挺の経済学が「供給はそれ

の需要を創出するJというセイの法閣にJLっ

て，主として供給側の事情を分析するにとどま

り，鰭饗側の分軒そ怠ったことに対する反動で

あると考えることができるかもしれない。たと

上に見たように，スミスは商品の自然擦

格の成り立ちをその供給者の鰯から考察し，彼

の有効需要警の成り立ちをその需喜著者の俣uから関

うことがなかったのである。設は自然{団絡の成

立を前提として有効樗要を定義したにすぎな

い。このような議角を掠るスミスの謀議によっ

て決定的に方向づけられた吉典派の経語学が

1930年伐の不誕の諸問題に党を当てることがで

27) John Maynard Keynes， The G館 eralTheory 
。ifEmploy押zentE匁terestand Money (London: 
Macmillan， 1936)， Chapter 3: The Principles 
of Effεctive Demand， pp. 23-34. 

28) Ibid.， p. 25. 
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きないという事実が露呈したとき，ケインズの

関心が総需要の構成に集中することになったの

は自然の成り行きであったということができょ

う。

話をもとに戻して，最後に，市場価格の騰落

のメカニズムに対するスミスの説明を見ること

にしよう。彼はこう述べている。

i( 9) いかなる商品であれ， 市場に出荷さ

れる数量がその有効需要に足りないときには，

その商品を出荷するために支払われなくてはな

らなかった地代，賃金，および利潤の全価値を

支払う意思のある人々のすべてが，彼らの欲す

る数量を供給されることはありえない。彼らの

一部の人々は，それ無しですますよりは，むし

ろもっと高い支払いをする意思を持つであろ

う。これらの人々の間で，たちまち競争が始ま

り，その市場価格は自然価格よりも高くなる

が，それが大幅に高くなるか否かは，その商品

の品不足の程度や，あるいは，競争者たちの富

裕さと気ままな費沢さが，たまたまその競争の

熱度 (theeagerness of the competition) 

を大幅に高めるか否かによるのである。同等の

富裕さと賛沢さを有する競争者たちの間でも，

一般的にいって，同じ程度の品不足が惹き起こ

す競争の熱度は高いことも低いこともあるであ

ろうが，そのような相違は，その商品の取得が

彼らにとって，たまたま重要な意味を持っか否

かによるものである。したがって，都市の封鎖

中や，あるいは飢鐘の時期に，生活必需品の価

格は法外なものになるのである。

(10)市場への出荷量が有効需要を超過する

とき，その商品をそこまで出荷するために支払

われなくてはならなかった地代，賃金，および

利潤の全価値を支払う意思を持つ人々に，それ

が全部売られることはありえない。その一部分

は， より低い支払いしかしない意思を有する人

々に売られなくてはならず，そうして，彼らが

それに対して支払うところの低い価格は全体の

価格を低下させるにちがいない。その市場価格

は自然価格よりも低下するであろうが，それが

大幅に低下するか否かは，その過剰分の大きさ

が売り手たちの競争を強化するか否かに，ある

いは，その商品を直ちに処分することが彼らに

とって，たまたま重要な意味を有するか否かに

よるのである。同じ程度の過剰でも，損粍しや

すい商品の輸入の場合には，耐久性のある商品

の輸入の場合よりも，たとえば，オレンジの輸

入の場合には，古鉄の輸入の場合よりも，はる

かに強い競争を惹き起こすであろう。J29)

いま，商品の例を穀物にとると，スミスの言

う有効需要とは， 自然価格が成立している状態

において需要される穀物の数量(クォーター)

である。それゆえ，穀物の出荷量(クォーター)

は，同じ次元の数量として，その有効需要との

釣り合いが秤量されるのである。しかし，これ

ら二つの数量は，それらが帯びている一時的な

性格の度合を異にする。現実の出荷量は，その

とき「たまたま」そうなった諸事情に左右され

て，一時的な性格がきわめて強い。それに対し

て，有効需要のほうは，自然価格の成立する状

態における需要量であるから，それには何らか

の法則が認められるほどの必然性があるという

意味で，一時的な性格が希薄で、あると考えられ

るのである。こうして，現実の出荷量と有効需

要の釣り合いによって規制される市場価格が一

時的な性格を帝びる根本的な原因は，現実の出

荷量が帯びる一時的な性格に求められるであろ

う。しかし，市場価格の一時的性格は，その原

因によってのみ左右されるのではない。

たとえば，上掲のパラグラフ (9)に述べら

れているように，現実の出荷量が有効需要に足

りないときには，買い手たち(あるいは，有効

需要者のうちの一部の人々)の聞に競争が起こ

るのであるが，その競争の熱度もまた一時的な

性格を帯びているからである。すなわち， iそ

の商品の取得が彼らにとって，たまたま重要な

意味を持っか否かに」よって，あるいは，たま

たまそのとき経済封鎖が行なわれているか，た

またま飢謹の時期にあたっているかによって，

29) Smith， 0ρ. cit.， pp. 58-59. 
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こされる競争の熟産が顕著に終なりうる

からである。こうして，市場錨務が自然価格よ

りも高くなるとき，スミスはE遣い手たちの開に

起こる「麓争jの熱度を論じるのであるけれど

も，その市場銭絡に対応する「需要jに明示的

な3言及を行なっていないことに往慈しよう。い

弘一歩諮み出してs このような潟い市場結務

に対応する f需要Jな考えるなら，それら

饗量はスミスの有効簿要よりも一時語性絡をは

るかに強く帯びているから，それら

と需到に論じることのできる法則性を求

めることはできないと，スミス

しれない。

たのかも

また，パラグラブ (10)で述べられているよ

うに，現奨の出蒋騒が有効需喪主r超過するとき

には，売り手たちの需に発生する競争が，市場

価格に一時的な性格を追加的に帯びさせる原因

になる。ここでも， 自然倒格の水準よりも低い

市場極秘に対応する f欝婆Jを考えるなら，そ

の需要にはスミスの言う有効諜袈者以外の人々

の需擦が含まれていて，それは一時的な性格が

きわめて強しそれらの議議について有効需饗

と時到に論じることのできる語別性を求めるこ

とはできないと言うことができるで、あろう。

スミスがパラグラフ (9) と (10)で述べて

いる商品の不足，あるいは過剰によって慈き起

こdれるところの売手たちのF あるいは買手た

ちの競争は，その帰結として成立する市場価格

その競争に特有の一時的性格をど賦与すると

いう見方は，非常に興味深い規点である。スミ

スの例に従えば，経済封鎖，もしくは観鰻の結

果として食糧の3翼手の側に組こる競争がその儲

格を法外に高くするとき，それは自然価格を大

騒に上回っているので，それが f競争」の結楽

として成立する市場纏絡であっても，社会的見

地から議ましいものということはできないので

ある O このような場合には，何らかの手段によ

って競争を銅j臨するほうが現ましい結果が得ら

れるでるろう Q また，オレンジのような藷品の

繍敗しやすいという たまたま重大な主主

味をど持つ一時的な状況において，売予の側の過

度な競争がその商品の市場価格を器外に低いも

のにすると札それが f麓争」の結果として成

立する髄絡であっても，それば自然価格を大福

に下回るものであるから，正常な生産活動を維

持するという観点からも，けっして議ましいも

のとはいえないのである。このような「競争j

諸資本の競争が剥潤率の平準誌を通じて，

現代風に替えば I資擦の効率的な配分を達成

するj という含みを有ずることと比較すると

き，問じ「競争j という言葉で表かされる事態

であっても，その意味内容には重大な季語違があ

ることがわかる。このような相違を関確にする

という点から，題格現象宮市場鵠格の成立過程

と自然価格のそれとに分けて議j欝的に捉えるス

ミスの思考方法は今日で、もなお有益なffi撲を与

えるものと言わなくてはならない。

XXVI 

商品の市場{商務が自然価格の水準から靖離す

ることについて，以上に述べられたスミスの説

明は，本議の第XXIV露告の末患におけるヲカー

ドの議論と襲合的であると蓄える。そのリカ

ドの議論は，授の E議済学および諜説の諜翠』

の第XXII章「輸出に対する鵠励金と輸入の禁

止J の~ 1のパラグラフ (3)の詩学部分に述

べられてあるものであった。それを，欝第で見

たスミスの陳述に尉して述べ直すと次のよう誌

なるのであろう。

英国政府が穀物 1グォータ…当り10シpン

グの輪出禁酷金を交付する以前の状態におい

て， の穀物価格は1グォーター り4

ボンドであり，そうして，その水準において市

場繕絡が自然倒格に一致しているものと想定す

る。そのとき，外国における麓物醐格は1グォ

ター当たり 3>t<ンド15シ世ングであるとす

る。英劉と外国の穀物鐘慈の聞にとのような諮

差が存在するのは，英国政授が外国産穀物の輪

入を制限しているからである。しかし，英国政
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府には英盟産穀物の輸出を制限するつもりはな

く，この状態でそれが輪出きれないのは英欝と

外題の穀物倒務の務慈に原因があるわけであ

る。そこで，英露致府が英国産穀物に対して上

述の輪出奨励金た支付することになると，英醤

とって綾物の出荷先に二つの途が開

けることは，すでに錦XXIV節で述べた溜りで

ある。奨揚金が交付されると，英悶の農業者は

その分だけ生産費を軽議されることになり，ス

トックの通常料類を失うことなく輪出すること

が可能になるのであった。警察譲のこのような変

化によって，これまで塁内市場に向けて出湾さ

れていた英国産援物の一部が外調市場に向けら

れるものとしよう。そうすると，外国市場に謹

出した数量だけ英国内市場への出荷量は減少

し，その分だけ外爵市場における総出蒋震は増

大するわけである。

まず，英国の国内市場について考えると，そ

こでは現突の出帯震が有効需要な下思り，スミ

スのパラグラフ (9)で述べられているような

事態が生じる。すなわち，有効需要に不足する

穀物をめぐって資手たちの間に競争が鵡こり，

その結果として市場価格が上昇する。それがど

こまで上昇するかは，その時の鋳発的諸察情に

よってま有される競争の熟度に依存するから，

之のようにして成立する市場髄務は一時的な性

格安強く帯びている。そこで，いま r行場価務

は，たまたま 1クォーター弱たり 4ポンド 3シ

ザングになるものと想定しよう。

次に，外鶴市場では，現実の出務量が有効欝

裂を上密り，スミスのパラグラブ (10)で述べ

られているような事態が発生する。すなわち，

有効鍛嬰を超過する出荷量の部分は，自然価格

の水準よりも低い価格を支払う意思しか持たな

い翼手たちに売られなくてはならなL、。そうし

て，このことは穀物の全体の髄接合器下 d-l:t

る。それがどの程度まで態下するかは，売手た

ちの鯖に起こる競争の熟度に依存する。その競

争もまた，そのときの偶発的な事告によって左

右されるから，外闘で成立する市場価格もま

た，一時的な性格を強く帯びることになるであ

ろう o そこで，いま，それが 1グォーター当た

り3ポンド13シリングにまで低下するものと想

定しよう。

以上のような事態てとリカ…れま径のパラグラ

フ (3)の前半部分で次のように述べているの

であった。すなわち r……奨殿金は外国にお

ける英国産穀物の価格をその外霞における穀物

よりも俄くするであろうから，当然，

芙密議穀物に対する欝要を減少させることであ

ろう。英援護主主穀物に対する需要のこのよう

大は，まちがL、なく，関!為市場においてその額

務を一時的に上昇させ，そうして，その期翻

中，外国市場において奨励金が低下d.，会る傾向

を手ぎする語い水準にまで，その{面格が下講ずる

のを競げるであろうJ30
) とO

ここでリカードの用いている f需要」という

器薬舗格の水準から議離している穀物

の市場{鏑格に対応する ることは拐

らかである。われわれは，すでに蔀欝におい

て，スミスが自然価格に対忠ずる有効需饗以外

には，欝饗という誉棄を患いることを詑慈潔く

避けていることを知ったのである。それは，思

うに，珪き警の出荷量が有効需要と一致ぜず，そ

の結果として，売手か費予の舗にその時の縄発

的な事情によって定右される髄争が生じている

状態では，趨々の取引について現実に成立する

髄格はさまざまに異なっていて，これらの綿絡

については，かりに持らかの形の平均濯を考え

るとしても，その誼に対して一つの需要量を

確定することはできなL、からであるO スミス

は r競争の熱度J (the eagerness of the 

competition) 31) という概愈た用いることによ

って， この謂題を巧妙に処理している。リカ

ドが， このような難点のある という

葉会，ここで用いているのは，陳述の繁雑さを

節約する便宜性を採るからであろう。事提，陳

さを間し、さえしなければ，当聴の議論

30) Rcardo， Works， Vol. I，p. 301. 
31) Smith， op. cit.， p. 5~. 
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にかんするかぎり，両者の縫論の絡巣に変わり

はないのである。すなわち 1グォーター

り10シリングの輸出奨励金の交付は，英E畿内の

穀物髄絡を4ポンド3シ手ングに上昇さぜ，外

国のそれを3ポンド13シリングに低下させ，そ

うして，それらは一時的なものであって，輸出

奨励金の窮極的な効果ではないというわけであ

る。

リカ…ドが本当にスミスと絞をど分かつのは，

ζれから先の過穏をどどう考えるかという点であ

る。そこで，まず¥スミスの考え方から克るこ

とにしよう。われわれが前節で紹介したパラグ

ラブ(10)に続けて，授は市場側格が自然鰯格

にーー致ずる場合をこ二つのパラグラフで説明した

後に， こう述べるのである。

1 (13)もしもそれ{蕗品の出荷主設)がその有

るならば，いかなるときでも，

その価格の構成部分のどれかが，それらの自然

よりも低い支払いきと受けるにちがいない。そ

れが地代であるならば，地主たちの利害が設ら

をして直ちに，絞らの土地の一部を引き"揚げさ

せることになるであろう。そして，もしもそれ

が賛金か，あるいは科鵜であるならば，読者aの

場合には労機者たちの利害が，そして後者の場

合には彼らの麗君主たちの利容が，授らの労働

か，あるいはストックの一部を，その麗Fおから
引き揚げさ4きるようにはたらくであろう。市場

への出荷量は，まもなく，有効需饗を充足する

に十分なものを上部ることがなくなるであろ

う。その犠格のさまざまな構成部分はすべて，

それらの自然率にまで上昇いそうして，その

額格の全体は自然犠務にまで騰貴するであろ

う。

(14)それとは反対に，もしも市場に出荷さ

れる量が有効需要に定りないならば，いかなる

ときにも，その価格の構成部分のどれかが，そ

れらの自然率よりも高くなるにちがいない。そ

れが地代で‘あるならば，他のすべての地主たち

の科書が， 説然に，彼らをしてその鴎品を栽培

るために， より多くのこと地を整えさせる

にはたらくことであろう。もしもそれが費金

か，あるいは和讃であるならば，龍のすべての

労鶴者たち，および伶繁人たちの利害が譲ら会

して，すぐに，その鴎品を準鶏いそして出誇

するために， より多くの労働とストッグを雇用

させるようにはたらくであろうイそこに出蕎さ

れる量ーは，まもなく，有効欝要を充足するに十

分なものになるであろう o その鱒務のさまざま

な構成部分のすべてがきまもなく，それらの自

然率にまで低下し，そうして，その価格の全体

がその自然揺絡に設で低下するであろう。Jm

ここのように，土地，労働，および紫本ストヅ

グの生産議華客紫の配分についてより長期の襲撃

を考えるとき，商品の出帯量はそれら諸喪蕪

の供給者たちの私的特審にみちびかれてゆおの

ずと，その有効幣饗に向かつて収束する議拘を

有し，またそれに伴なって，その高品の市場{話

格も自然f顕格に向かつて収束する鰻i勾がある

と，スミスは述べているのであるo いま，その

商品を英調達穀物とし，そうして，スミスのパ

ラグラブ (14)の瞭述に従うならば，英闘の国

内市場における現実の出持議がその有効需要に

足りない場合には，英爵の農業者が地主に対し

て支払う地代は，その自然率よりも高くなり，

そのことが地主を離較して，穀物生産の増大に

つながるということになるであろう。

ここで，譲敏な競者は，スミスのこの論理に

はマルサスの議論に通じるところがあるのでは

ないかという予認を撞くかもしれない。じっさ

い安マノレサスは『地代の研究』 において， こう

述べているのであった。すなわ

1(7)地代の腹接的な露関は，明らかに，藤

生産物が市場で発られているところの，その生

産畿を越える線務の余剰である。

(8)それゆえ，最初の研究対象は，おのず

と明らかなように，原生産物の鎖絡を高くする

…・・諸原闘であるJ3めと。

そうして1)カードが援と?ノレサスとの対立

32) Ibid.， pp. 59ω60. 
33) Ma1thus， ot. cit.， p. 2. 
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点を次のように述べていることは，すでに再度

にわたる引用によってわれわれの強調してぢた

ところで、ある。

「マノレサス氏はこう考えておられる。すなわ

ち，賃金の抵下か，あるいは，農業の改良の帰

誌として得られるさ主農務の余剰は，地代会r上昇

させる諸原因の一つであるとo 拡には，それ

は利潤を増大させるだけであるように思われ

るJ34) と。

しかしながら，ここでマルサスとヲカードと

の開の争点になっているところの，余剰の増大

が地伐に及ぼす効果は，窮機的のそれであるこ

とに注意しなければならない。それに対して，

上述のスミスの論理は，市場結格が一時的に自

然綴務をi二部ることから生じる兵例の余剰の増

大が地代，賞金，および利潤に及ぼi'"影響に適

用されているのであって，欝麓告の効果を論じ

ているわけではない。このような相違について

は，マルサス自身がその『地代の研究3におい

てスミスを次のように批判していたことが懇い

出されるであろう。

1(11) アダム・スミスは……E裏金援物の高

値格の最も本費約な恵国にしばしば触れてはい

るものの，それを十分に明確に説明していな

い。そうして，土地のきわめて顕務な特異性に

向けることなく，地代にも独占という

諮'ii:'適患することによって，設は競湯に対し

て，生活必需品の高{医務の原因と，独占織品の

高額務のそれとの鵠の真の相違について確たる

印象を与えないj叫とo

われわれのこれまでの論述は， マノレサスの

ず地代の研究Jと予カードの『来tl欝iにかんする

エO/~イ J との比較に， もっぱら読点を限定し

て，議められてきたものであり，その背禁を成

すスミスの分自己議への顧慮を欠いているわけで

あるから，上述のような読者の予惑に対して，

34) Ricardo， Works， Vol. IV， p. lln. ~出務
芸家金説の系機(5)および(7)J，本誌第35護審議き2号， p. 
158 (334)，および第36巻第2号， p.87 (193)を
Jsん

35) Malthus，。ρ.cit.， p. 3. 

この段階で最終的な判断を下すこと誌保留しな

くてはならない。しかしながら，上に述べた理

由によって，以下に述べる pカードのスミス批

轄を，いちおう~ lL-サスに対する批轄とは切

り離して論じてよいことは斡簿できるであろ

うO じっさい， リカードの f経済学および課税

の藤理』の第XXII

は， マノレサスに対する

るのである。

るスミスへの批判

まったく欠いてい

スミスの上述の論理が適用されているのと同

じ状況について， すカード試 F鋸理J第 XXII

主震のパラグラフ (3)の護学でこう述べている

のであったり

「……しかし，イングランドにおける穀物の

市場鰯揺にこのようにして作用する諮際問は，

その説然価格もしくは実費生産費には持の効果

も生み出さないでトあろう。穀物の生産は， より

多くの労鰭私また，より多くの資本も必饗と

しないであろう。そうして，その結果として，

もしも農業者のストックの利潤が，弘前には，

そのイ患の事業者のストックの務1習に比腐するだ

けのものでしかなかったとするならば，能者の

郭j霞は， このような続格騰貴の後には，

それをかなり上居ることになるであろう。

ストッグの利潤せを増大させることによっ

て，この奨励金は農業に対する一つの髭進要問

として作用するであろう。そうして，外悶市場

において増大した需要が充足されるまでは，資

本は農地で藤尽きれるために製造業から引き揚

げられるであろう。そうして，その替要が充足

されてしまうとき，国内市場における穀物の鑓

格は涛たび，その騒然かつ必襲な{jffi格yC:議ち着

き，そして，務務もまた，その議常の模開的水

準に立ち謀るであろう。外留市場に作用するこ

のような穀物供給の増大はまた，ぞれが事会出さ

れる閣においてその倍格た低下させ，そうする

ことによって， その輸出者 (theexporter) 

の利潤色披が取引することのできる最低薮度

の率にまで抑えるであろう。J36)

36) Ric昌rdo，Works， Vol. 1， pp. 301叩 302.
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穀物の市場価格がその自然部格を一時的に上

聞ることによって生じる異例の余剰は，地代，

黄金，および科j擦のいずれにも吸収されうると

するスミスと異なって， ザカードはそれがもっ

ぱら燐業者の科穂?こ吸収されると~長してい

るO リカードの見方からすると，英欝舟におけ

る穀物の市場師格が4ポンドの闘然極務か

離して 4ポンド 3シリングに騰貴していると

き，閣内市場に出揮する途ぜどとった農業者は，

自魚舗格の中に含まれる議常利潤に加えて 1

クォーターさきたり 3シザングの異例の利潤を得

ることになるマあろう。他方，穀物の市場側格

が当初の 3ポンド15シジングから 3ポンド13シ

リングにまで抵下している外鵠に向けて，輪出

奨励金により 3ポンド10シザング揺さ告に軽減

された生産費で出欝する途を選ぶ農薬者もま

た，その通常利j聞に加えて 1クォーター

り3シザングの異倹iの利潤を取得することにな

るであろう。これらの異例の利?簡は農薬務者ピ刺

戟して，英思産穀物の生産議は増大するであろ

う。そうして，生産量の増大は穀物生肢の困難

さを増大させるが，その結巣として異例の利潤

が消議する設で続くことであろう。災慌の税務

が消滅した窮極の状鱗においてき増大した英霞

産穀物の生産最比奨励金の掛けによって新し

く獲袴した外闘の需要に加えて国内の有効需要

を悦久的に充史ずるであろう。その有効需要を

ちょうど充足する出荷盤のもとで成立する悶内

市場揺格は自然{国務と諮じ4ポンドであるか

ら，輸出器励金の交付は窮極的には国内の穀物

画格には荷の効薬も与えないということにな

るO

の農-業者は外患で新しく獲得

う量の穀物会恒久的に出持するので

あるから，被は霞内市場に出荷する場合と悶じ

利簡を数得するのでなくてはならなL、。

場に出荷している農業者は4ポンドの市場価務

のもとで通常利潜を得ているのであるから，外

している英語の農業者も問

利j関を敢得Lているのでなくてはならなし、。で

あるとすれば，捜が外簡で売っている穀物の務

絡は，通常利潤を含む自然価格もしくは実質護費

用を 1クォーター当たり10シリングの奨励金に

よって軽議された3ポンド10シリングという寵

でなくてはならないであろう。こうして，車命出

奨励金の窮極的な効果は外関向けの穀物鏑格

安， この数議例の場合には，奨動金の全額分だ

け低下させることになるのであるo

最後に，舵足ながら yカードのパラグラ

フ (3)の末尾の文章にある「輸出者J(the 

exporter・〉は，外国市場に向けてお持している

英関の農業者宏指す言葉であることた設意して

おこう。というのは，この語を「輸出業者j と

翻訳している舟きも兇られるからで、あるo この

文援においてリカードの念頭にあるものは，国

内市場と外国市場というニつの出荷先安率的利

害の視点から平等に秤に掛けて眺める英国の農

業者である。その「綾が取引することのできる

議議課長をの率Jとは，穀物に対する居内

需要に見合ヮて想定されているところのストッ

クの通常利瀧率で為ることは替うまでもないで

あろう。

XXVII 

以上によって， リカードが援の『原理』の第

XXII護軍の努議に提示した命題の説明宏終わ

る。それは， rCl)穀物の輸出に対する奨励金

は外題消費者向けの穀物の鎚格を低下さ位る

向を有するが，しかし，それは認内市場におけ

るその側格には痘久的な効果きと及ぼさないJ37l

という命題であった。設がそれをその章の!i1 

を締め括るパラグラフ (4)で繰り返し述べて

いることは，すでに指摘したところである。し

かし設はパラグラブ(1)の陳述をそのまま

繰り返すのではなく，奨励金が外盟向けの穀物

の師格さと低下させる下げ幅を規定するところの

条件を付け加えて述べているのである。すなわ

ち， r (4)……もしも穀物の錨棒が以前には爵

37) Ibid.， p. 301. 
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内市場でよりも外国市場で低くなかったとする

ならば，その奨励金の全額分だけ一一そうし

て，もしも圏内市場における価格が外国市場に

おける価格よりも高かったとするならば，それ

よりも小さな幅でJ38) 外国消費者向けの穀物の

価格は低下させるられであろうと述べているの

である。

前節でわれわれが用いた数値例では，当初の

圏内市場における価格が 4ポンドであり，そし

て外国市場における価格が3ポンド15シリング

であったから，それは上のリカードの陳述の

「圏内市場における価格が外国市場における価

格よりも高かった」場合に相当する。その場

合，英国産穀物はすくなくともその自然価格を

下回る 3ポンド15シリングでなくては外国市場

で売りさばくことはできないであろうから，当

初の外国消費者向けの穀物の価格は3ポンド15

シリングということになろう。そうして 1ク

ォーター当たり10シリングの輸出奨励金の交付

は，窮極において，外国消費者向けの穀物の価

格を3ポンド10シリングにまで低下させるので

あった。それゆえ，その価格の下げ幅は5シリ

ングであり，それは奨励金の10シリングよりも

小さく，上掲のリカードの陳述と整合してい

る。

このような場合を，特定の数値例によるので

なく， より一般的に記号で表わすと次のように

なるであろう。まず，当初の国内市場の価格は

自然価格に等しし、から，それを Pnと，そうし

て，当初の外国市場の価格を P!と表わすこと

にしよう。すると，この場合は

Pπ>P! 

であるから，その差を α とすると，

P均 一P!=α>0

が成立する。穀物1クォーター当たりの輸出奨

励金を戸と表わせば，窮極における外国消費者

向けの穀物の価格は P怜一戸になる。それゆ

え，外国消費者向けの穀物の価格の下げ幅をd

とすると，

38) Ibid.， p. 302. 

d=P!一(Pn-s)

=(Pn一α)一(Pη-s)

=戸一αくS
となって， リカードの陳述にあるように，外国

消費者向けの穀物の価格の下げ幅dは，奨励金

の全額分Fよりも小さい。

リカードの陳述にあるいま一つの場合，すな

わち r穀物の価格が……圏内市場でよりも外

国市場で低くなかった」場合は，

Pn三玉P!

である。そのとき，英国産穀物は当初の圏内市

場の価格，すなわちーその自然価格で外国は輸

出することができるから，外国消費者向けの当

初の価格は Pnである。外国消費者向けの窮極

の価格は， 先の場合と同じく ，Pn-s となる

から，その下げ幅dは，

d=Pn一(Pη -s)

=s 

となって， リカードの陳述にあるように rそ
の奨励金の全額分だけ」になるのである。

XXVIII 

ここで，われわれは本稿の第 XXIV節に掲

げたリカードの『原理』第 XXII章「輸出に対

する奨励金と輸入の禁止Jの目次に立ち戻っ

て，その章の全体的構成を眺めてみよう。その

章の~ 1 r穀物輸出に対する奨励金は外国消費

者向けの穀物の価格を低下させるけれども，圏

内市場における穀物の価格には恒久的な効果を

与えないというカリードの命題」は，われわれ

がすでに十分に検討したところである。リカー

ドの議論は，次に， ~ 2 r穀物の価格は窮極的

に賃金を規制するので，その他のすべての商品

の価格をも規制することになるというフランシ

ス・ホーナーの想定は，アダム・スミス以来，

多くの著述家たちが共有してきた謬見であると

いう主張」に進められる。 1804年の『エディン

バラ・レヴュー』誌所載のホーナーの論稿は19

ページにわたり，それ自体として興味ある論点
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を数多く含んでいる町。しかしながら， リカー

ドがここで引用している文章はその論稿のごく

一部分であるうえに，本稿におけるわれわれの

主たる関心は， リカードがスミスの『国富論』

を如何に読んだかを探ることにあるので， ~ 2 

の検討は別の機会に譲って，直ちに， ~ 3 rア
ダム・スミス『国富論』第N編「経済学の諸体

系について」の第V章「奨励金について」にお

ける所説の批判的検討」の検討に進むことにし

よう。

リカードは~ 3の最初のパラグラフ (8)で

こう述べている。すなわち， r( 8)おそらく，

アダム・スミスの正当にも名高い著書における

彼の諸結論のうちで，奨励金にかんする章の中

のものよりも反論を招きやすい結論は他にない

であろう……」叫と。そうして，彼はスミスの

その章の中から四つの問題点を摘出して，次々

に論評するのである。しかしながら，われわれ

は判断の公平を期するために，まずスミスのそ

の章の議論の全体的な文脈を把握することから

始めよう。

スミスの『国富論』第N編の第V章は r奨
励金について」の本論部分と r穀物貿易およ

び穀物法にかんする余論」部分から成る。リカ

ードの~ 3の議論に関係があるのは前者の部分

であって，それは40個のパラグラフで構成され

ている。例によって，それらのパラグラフに

(1)から (40)までの通し番号を付して，本

論部分の目次を作成することにしよう。それら

39) Francis Horner. “Observations . on the 
Bounty upon Exported Corn，" ART. XV. 
An Act to Regulate the 1mρortation and 
Extortation 01 Corn， and the Bounties and 
Duties ρayable thereo仰. 30th July 1804， 44.of 
the King， cap. 109. / Cursory Observations 
on the Act lor ascertaining the Boun ies， 
and the regulating the .Extortation and 
1mρortation， 01 Corn. By a Memb巴rof 
Parliament. London， Stockdale. 1804. pp. 16. 
Edinburgh Review， Vol. V， (October 1804)， 
pp. 190-208.リカードの引用箇所は同誌の p.197
にある。 Cf.Ricardo， 0ρ. cit.， pp. 302-3. 

40) Ricardo，。ρ.cit. ，p. 304. 

のパラグラフのうち， リカードが彼の『原理』

の第 XXII 章の~ 3で引用している文章を含む

ものは， (6)， (8)， (9)， (10)， (11)， 

(12)， (14)， (16)， (17)，および (23)， の

10個のパラグラフである。以下に示す目次の中

で，引用箇所の分布を印象づける方便として，

それらのパラグラフ番号の右肩に*印を付ける

ことにする。

アダム・スミス『国富論』第W編第V章

「奨励金について」の目次

~ 1 :奨励金一般の目的とその効果について。

パラグラフ(1)から (3) までo pp. 

7-8. 

(i)重商主義の観点からすると，奨励金は

貿易差額を増大させる一手段である。パ

ラグラフ(1)。

(ii)奨励金は資本の配分を歪め，貿易を自

然の方向からそらせる。パラグラフ(2) 

と (3)。
~ 2 :穀物の輸出奨励金にかんする考察。パラ

グラフ (4)から (24)まで、o pp.8-18. 

(i)穀物の輸出奨励金の創設以来，穀物の

貿易差額は奨励金の給付総額よりも大き

しそれは国民にとって有利であるとす

る代表的な重商主義的見解は，穀物生産

に雇用された資本の通常利潤の回収分を

顧慮していない。穀物の平均価格は以来

かなり低下してきたと言われているが，

その原因は奨励金にではなく，本書の第

I編第XI章の余論で示した銀の実質価

値の低下にある。パラグラフ (4)と(5 )。

(.ii)穀物の輸出奨励金は園内市場における

穀物の貨幣価格 (moneyprice)を，そ

れが無い場合よりも高くする。しかし，

この奨励金による外国市場の拡大は，穀

物生産の増加によってではなく，園内市

場の犠牲によって充足される。それゆ

え，奨励金が上昇させるのは，穀物の実

.質価格 (realprice)ではなくて， その
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名目価格 (nominalprice)である。パ

ラグラフ (6)へ(7)， (8)へ (9)へ

および (10)*。

(iii)穀物の貨幣価格は，その他のあらゆる

国産商品の価格を規制するから，穀物の

輸出奨励金の真の帰結は，すべての商品

の名目価格の上昇，すなわち，銀の実質

価値の低下である。それは，人々が外国

商品を買う場合には多少有利になるかも

しれないが，国産商品を買う場合には

何の利益ももたらさな L、。パラグラフ

(11)へ (12)へ (13)， (14)へおよび

(15)。
(iv)特定の国の特殊な事情によって，銀の

実質価格の低下が，その国にだけ起こる

と，それは国民を貧しくする傾向があ

る。その実例として，スペインとポルト

ガルの事態を挙げることができる。パラ

グラフ (16)*， (17)へ (18) ， および

(19)。
(v)穀物の輸出奨励金は，スペインとボル

トカ府ルのとった政策と同じように作用

し，それは農業者にたいした利益をもた

らすこともなく，製造業を抑圧する。利

益を受けるのは，穀物の輸出入を扱う商

人だけである。パラグラフ (20)，(21)， 

および (22)。

( vi)英国の田園大地主が外国産穀物の輸入

を制限し，彼らの穀物に輸出奨励金を給

付する制度を設けたのは，製造業者たち

のやりくちを真似たものであるが，彼ら

は穀物とその他の商品との聞の本質的相

違に気づいていなし、。穀物の実質価値は

その名目価格とは独立であるから，奨励

金で名目価格を上昇させても農業生産は

増大しなし、。それは，むしろ，資本を不

利な方向に配置させ，また，土地の改良

を遅らせる。パラグラフ (23)水と (24)0 

!i 3 :生産奨励金にかんする考察。パラグラフ

(25)から (35) まで、o pp. 18-23， 

(i)輸出奨励金と生産奨励金の比較。パラ

グラフ (25)。

(ii)生産奨励金の実例としての漁業奨励金

は生産の奨励になっていない。パラグラ

フ (26)から (35) まで。

!i 4 :輸出奨励金が妥当な場合，その他。パラ

グラフ (36)から (40) まで、。 pp. 23-

24. 

リカードが『原理』第 XXII章の!i3で引用

しているスミスの文章を含むパラグラフは，上

掲の目次の!i2 I穀物の輸出奨励金にかんする

考察」の中にすべて含まれていることが，まず

注目されるであろう。さらに，本稿の第XXIV

節に掲げたリカードの章の目次の!i3の部分

と，上掲のスミスの章の目次の!i2の部分とを

比較しながら，それぞれの諸パラグラフを読む

と，両者の聞に一つの対応関係が見出されるで

あろう。たとえば， リカードの章の!i3 (i) 

を構成するパラグラフ (8)の中の引用文は，

スミスの章の!i2 (ii)を構成するパラグラフ

(6)* と (8)*からのものであることがわか

るであろう。その他のパラグラフについても，

引用文の所在をこのようにして辿った結果は，

次の表によって示すことができる。

リカード『原理』第XXII章!i3における

スミス『国富論』第 IV編第V章!i2

からのヲ開文の所在対応表

リカード『原理』

第XXII章!i3

(i) (9 )←ー (9)* 

i〈10)←側*

スミス『国宮論』

第IV編第V章!i2

(ii) 

(ii) (14)←ー (11)*， (12) *， (14) * (iii) 

(iii) {(17)←ー(16)*
(18)←ー (17)*

(iv) 

(iv) (22)←ー (23)* (vi) 

こうして， リカードの章の!i3(i) Iスミ

スが穀物を，あたかも輸出に対する奨励金の帰
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結としてその生産が増大しえない商品であるか

のように扱っている点について」は，スミスの

章の~ 2 (ii) r……しかし， この奨励金によ

る外国市場の拡大は，穀物生産の増加によって

ではなく，圏内市場の犠牲によって充足される

…・・」という論点を批判していることがわか

る。

また， リカードの章の ~3 (ii) rスミスが

ホーナーと同じように，穀物の貨幣価格はその

他のすべての商品の価格を規制することを考え

ている点について」は，スミスの章の~2 (iii) 

「穀物の貨幣価格は，その他のあらゆる国産商

品の価格を規制するから……」といラくだりを

批判しているわけである。

さらに， リカードの章の~ 3 (iii) rスミス

が奨励金の効果は貨幣の価値の低下を惹き起こ

すと.考えている点について」は，スミスの章の

~ 2 (iv) r特定の国の特殊事情によって， 銀

の実質価値の低下が，その国だけに起こると

……」という論点を批判するものであろう。

そして，最後に，リカードの章の~3 (iv) r田
園大地主が，製造業者たちのやり方を模倣し

て，穀物輸入に対する高関税と穀物輸出に対す

る奨励金を設定したさいに，穀物とその他の商

品との本質的な差違に気づいていないというス

ミスの所論について」は，それとほとんど同じ

陳述を前半部分とする小見出しのついたスミス

の章の~ 2 (vi) の議論の批判になっているわ

けである。

上述の対応がつけられるのは，われわれがス

ミスの章の目次を作成するにあたって， リカー

ドの批判の論点を念頭に置いていたからであ

る。その意味で，上掲のスミスの「奨励金につ

いて」の章の目次は， リカードがその章をどの

ように読んだかを跡づけるものであると言うこ

とができょう。ここで，われわれは，スミスの

この章に付せられたエドウィン・キャナンの余

白小見出しと，大河内一男監諜『国富論』の

独自の小見出しの存在を想起することができ

る41)。両者の小見出しが示唆する諸パラグラフ

のク、、ループ分けは，われわれの目次におけるグ

ループ分けと，微妙な点においてそれぞれに異

なっているから，興味のある読者は三者のグル

ープ分けの仕方を比較してみられるとよい。そ

れぞれが示唆する読み方のうち， どれがすぐれ

ているかは一概に言えるものではないけれど

も，その比較を通じて，読者はおそらく， リカ

ードの読み方の的確さに強い印象を受けられる

ことであろう。

XXIX 

リカードの第 XXII 章の~ 3 (i)の議論か

ら見て行くことにしよう。彼は，まず，彼が批

判しようとするスミスの論点を次のように提示

する。

r( 8)…・・・第1に， 彼は輸出に対する奨励

金の帰結としてはその生産が増大しえない商品

を扱うように，穀物を扱っている。そうして，

彼は一貫して，奨励金が現実に生産されてしま

っている数量に対してしか作用せず，その先の

生産に対してはまったく刺戟を与えないものと

想定しているのである。〈豊作の年には>，彼

の述べるところによると，く異例の輸出が行な

われることによって，それ(輸出奨励金)は園

内市場の穀物の価格を，本来ならば自然に落ち

着くべき水準よりも，必然的に高く保つのであ

る。不作の年には，奨励金はしばしば停止され

るけれども， しかし，豊作の年にそれが惹き起

こす大量の輸出は，次の年の不作を前年の豊作

によって救済する途を多少とも妨げることにし

ばしばなるにちがいない。それ1ゆえ，豊作の年

にも不作の年にもともに，奨励金は穀物の貨幣

価格を，それが給付されない場合よりも，幾

分か高くさせる傾向を必然的に有するのであ

41) Adam Smith， The Wealth 01 Nations， edited 
by Edwin Cannan (London: Methuen， 1904)， 
Vol. !I， pp. 7-24，および， 大河内一男監謬『国
富論Jl(中央公論社， 1978年)， 中公文庫版，第 E
巻， pp. 202-232. 
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る。)>*3

(9)アダム・スミスは， 自分の議論の正し

さが次の事実に全面的に依存するということに

十分に気づいていたように見える。すなわち，

〈穀物の貨幣価格の〉このような上昇がくその

商品を農業者にとって， より利益のあがるもの

にすることによって，その生産を刺戟すること

には必ずしもならないであろう〉か否かにかか

わる事実がそれで、ある。

(10) <私はこう答えよう〉と彼は述べてい

る。〈すなわち，もしもこの奨励金の効果が，

穀物の実質価格を上昇させることになるとした

ならば，あるいは，農業者をして，同量の穀物

でもって，たっぷりとであれ，ほどよくであ

れ，あるいは，やっと暮らせるほどであれ， と

もかくその近隣地域で、その他の労働者たちが普

通に生計を立てているのと同じ仕方で， より多

くの労働者の生計を維持させることができるよ

うになるとしたならば，それはその通りになる

かもしれないと。)>J叫

リカードが批判しようとしているスミスの論

点は上掲のパラグラフ (8)の最初に現われる

彼自身の文章で尽きている。しかし彼は，そ

のように要約される論点がスミスの真意からけ

っして懸け離れたものでないことを立証するた

めに，スミスの文章を長々と引用するのであ

る。その引用にかかわる注釈として，パラグラ

フ (8)の末尾に付けられてある二つの脚注に

触れておこう。

まずパラグラブ (8) の本文中に引用されて

いるスミスの文章は，彼の「奨励金について」

の章の~ 3 (ii)のノ4ラグラフ (6)* からの

ものであるが， リカードは彼自身の脚注*にお

いて， スミスのパラグラフ (8)*から長文の

引用を行なっているのである。それゆえ，スミ

スの原典にできるかぎり密着しようとするリカ

ードの意思は，上掲の三つのパラグラフの中に

現われているスミスからの引用文の比重よりも

重みのあるものであるということができる。

42) Ricardo，。ρ.cit.， pp 304-5. 

次にIiリカード全集』の編者の脚注3は，

パラグラフ (8)におけるスミスからの引用文

の出所をキャナン版『国富論』のページで指示

したうえで， iこの引用文と， そして以下の引

用文の中には軽徴な不正確さが存在する」と指

摘している問。じっさい， リカードが引用して

いる文章とスミスの原文との聞の相違のほとん

どが句読点にかかわるものであって(句読点の

有無が必ずしも軽徴な相違とは言えないこと

を，われわれはすでに←ーー本誌第36巻第l号，

pp. 95 (95) -96 (96)で一一示したことがあるけ

れども)， それらをいちいち脚注で指摘する必

要はないように思われる。 しかしIiリカード

全集』の編者が付けているその他の脚注との釣

り合L、からすれば，指摘されてよ L、し、くつかの

相違がある。

たとえば， リカードのパラグラフ (9)にお

けるスミスからの引用文は，

…whether the increase “of. the money 

price of corn， by rendering that commodity 

more profitable to the farmer， would not 

necessarily encourage itsproduction川 4)

(イタリックは筆者のもの)

となっている。しかしながら，スミスのパラグ

ラフ (9) *にある原文は次のようになってい

る。

( 9 ) * This enhancement of the money 
price of corn， however， it has been thought， 

by rendering that commodity more pro-

fitable to the farmer， must necessarily 

encourage its production.45
) (イタリックは

筆者のもの)

このように， リカードが引用した部分は，ス

ミス自身の主張ではなくて，スミスが批判しよ

うとしている通説をスミス自身の言葉で述べて

いる一節に属するものである。リカードは，そ

の部分を否定形に書き改めることによって，そ

43) Ibid.， p. 304n. 
44) Ibid.， p. 305. 
45) Smith，。ρ.cit.，p. 11. 
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の部分でスミス自身の支援を表現しようとして

いるのであるG そこに加えられているリカード

の譲作は，スミス議去をの主張の舟容を歪曲する

ことにはなっていなL、しかしながら，それら

スミスの原典の文銀から完全に切り

離されたもので、あり， リカードの饗約がスミス

の原典?こ密藤したものであることなそれ患体で

立証する畿勢としては無効で、あると言わざるを

えない。それらの欝擦は引用符で揺られてはい

るけれども，スミスがスミス自身の文範におい

て用いた言葉ではなく， ザカードの文脈の中で

リカ…ド自身の管業なのである。この

ようなりカードの引用訣の当否t玄関わないにし

ても，後がそれを定形?こ藍ずにさいして議き

加えた“wouldnot"のニ語はスミスのもので

はなし、から，それらのこ語は引用替の外側に排

除されるべきであろう。このこと自体は， ザカ

ドが探した軽設な誤りとすることができるで

あろうけれども， W担カード全集3 の縁者が欝

き加えているその他の欝注との釣り合いからす

ると，縁者は Pカー iごのパラグラフ (9) の末

遣に次のような騨詮を付してもよかったのでは

ないかと思われる。すなわち，

The last three lines should read 

'whether the increase “of the money 

price of corn， by rendering that commodity 

more profitable to the former，" would not 

“necessarily encourage its production." ， 

また， リカードのパラグラフ (10)にある引

用文は， スミスのパラグラフ (10)>1<の最初の

文章から引摺したものであるが，後者は次のよ

うになっている。ただし，その中で CJで、括

られている認はスミスが鱒いたものでありなが

らリカードが滋ったものであり，そうして，

( )で揺られている諾あるいは句読点はリカ

~1J日えることになるものである G

(10)水 1answer， that this might be the 

case (，) if the effect of the bounty was 

to raise the real price of corn， or to 

eriable the farmer， with an equal quantity 

of it， to. maintain a greater number of 

labourers in the same manner， whether 
liberal， moderate， or scanty， (thatJ (as) 

other laちourersare com訟 onlymaintained 

in his neighbourhood.刊〉

ここで，スミスが用いている thesame.. 

thatの語法省f， リカードが thesame……部

と欝き改めていることは，両者の

逮を示して興味深し、。 WlJカ…ド全集占の編者

の他の騨校のあり方に照ら ば， この点

についての揚揚があってもよいところである。

それはさてお札 このパラグラフ (10)*にお

いて，スミスは労働の緩F芸者としての農業

(出thefarmer)が， ある一定の焚質賃金主容の

もとで(口 inthe same manner， whether 

liberal， moderate， or scanty， that other 

labourers are commonly maintained in 

his neighbourhood)， 一定量の流動資本もし

くはく賃金義金〉でもって(= with an equal 
quantity of it (日cornJ)，より多くの労機を

雇用することはできないという，ジョン・ステ

ュア…ト・ミ/レの窓うところの「労檎に対する

の理論~7とすなわち〈賃金碁金説〉から

される一つの根拠に立つならは彼のバラ

グラフ (9)ホに述べられである通説は成立す

るかもじれないど述べているのである。

ここで，賃金基金説の系持者旨諮ろうといPる発

壌においてわれわれの抱いた問題意識のー側面

iJ~ レズリー・スティーヴンによって

られていたことを，い i-~芝進想い出しておこ

う。彼はこう述べているのであっ

fかりに，賃金基金設が113い〈市典派〉経済

学の不可欠の命題で、あって， しかもはっきりと

した謬説であったとわれわれが考えなければな

らないとすると，そのぎを体的構議は崩壊するの

である。それはこのア…チの要石がはずれてし

まうことになるからである。そして，この破局

46) Ibid. 
47)焔稿「賃金裁金鋭の系譜について(2)J;;.j;;:稔第34巻

損害2号， p.92 (258) なJ1!，よ。
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くいわゆる fミんの撤回J)が，経済学の精神と

方法の決定的な変化をど臨するものであったとい

うことにも，向ら疑いの余地はないのである。

して，それにもかかわらず現実に行なわれた

議論な考察してみると，それがこのような重要

性な脅していなければならなかったということ

は，いささか奇妙に患われるのである。この

く賃金基金設〉とは，いったい何であったの

か。J48)

このような問題意識を抱いたわれわれは，そ

の賃金基金説がジ罰ン・スデ品アート・ミノレの

F経済学原理』の中でどのような形式で述べら

れてあるかを一瞥した後，その探読をジカード

の経済学の成立退寵にまで、諮って見ょうとして

いるところなのであるo そうして，われわれは

上掲のスミスの[奨揚金についてj の重量のパラ

グラフ (10)本の中に， この流れをさらに遡る

手掛りを見出したので、ある。ここの流れをこれ以

上選ることは， しかしながら，後の機会に言葉っ

て，いまのところわれわれは習カードの経済学

の成立過程を後の『利織にかんする品ヅセイJ

から f経済学および課税の探理』へと，そうし

て， さらにジzイムズ・ミノレの f経詩学饗論』

へと下る旅を続けなくてはならない。それにし

ても，リカードの f擦理J第XXII章のき 3

( i )において，穀物の輸出に対ずる奨励金の

結果として穀物の生産が増大するか杏かという

論点安めぐって対立させられているスミスとヲ

カードとの間には護金基金説の命題への設及と

いう共通部分が存悲ずることは，すでに述べた

ところから了解されるであろう。そうして， ヲ

ヵ…ドV1s3 (i)に要約したスミスの論点を

裁判ずる被の議論家この共鴻の基盤に怠って展

開するのである。彼はこう述べる O

，(11) もしも穀物以外には何物も労働者に

よって消撲されなかったとしたならば，そうし

て，もしも設が受け取る部分がまさに彼の生計

48)L母語lie Stephen， The English Utilitarians 
(London: Duckworth， 1900)， Vol. III， pp・
203-204.拙議「資金基金説の系緩足ついで(l)J本
誌第34巻第 I号， p. 153 (153)念見よ。

に必要とされる最母娘段にあたっていたとした

ならば，この労働者に支払われる穀物の量は，

いかなる事構のもとでも，議少させることがで

きないで‘あろうと想定することに若干の根拠が

ありうるかもしれない0 ・ーーしかし，労働の貨

幣賞金払時には，まったく上昇しないことも

あり，そうして，穀物の貨幣価格と比例i的に上

昇することはけっしてないのである。その理由

は，穀物が芽{勤務の揖費の議事警な部分であるに

しても，その一部分でしかないからである。も

しも彼の援金の半分が穀物に支出されており，

そして， 残りの半分が石鹸， 機燭， 燃料，

茶，砂糖，衣服等の，続格上昇が部こらないと

怒れている務海品に支出されているものと

したならば，次のことは明烏である。すなわ

ち，小ぎをが1ブッシェル当たり16シリングであ

るときに，彼が 1ブッシェノレ半の小麦で支払い

をど受けることは， その価格が1ブッシェノレ

り8シヲングであっTこときに， ~皮:が 2 ブザシ品

ノレの小麦で、支払いを受けていたのと閉じ暮らし

向きになることがそれである。あるいは， ~皮が

貨幣でおシヲングの支払いな受けることは，彼

が以前に16シリングの支払いを受けていたのと

伺じことになるであろうというのである。その

とき，穀物は 100パーセント騰貴したことにな

るけれども，彼の讃金は50パーセントしか上昇

しなかったことになる。そうして，その結果と

して，もしもその他の業種であがる利潤が以欝

と跨じままであるとしたならば，その土地にも

っと多くの資本を転用さぜるのに十分な動機が

あることになるマあろう。しかし，賃金のこの

ような上昇は， また，製造害義者たちに後らの資

本を製議議から引き揚げてそのこと地で襲用する

ようにさせる誘密ともなることであろう。とい

うのは，農梁殺が彼の高品の額格を 100パーセ

ン r ，そして彼の支払う賞金を50パ…~ント引

き上げたことになっているのと爵詩に，製造業

者もまたその賃金泳50パーセント引き上げなく

てはならなかったにもかかわらず，設はそ

費の増大に対して，彼の製造する商品
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という形での補償をf可も受げなかったことにな

っているからである。そうしで，資本は，その

結果として，製造業から農業に流れることにな

り，その諮れは(そのために増加する穀物の〉

供給が穀物の鑑絡会再たび 1ブッシ品ノレ当たり

8 ジ現ングに iどで，そうして，賃粂~1 適当た

り16シヲングにまで低下させるまでは続くこと

であろう。そうして，そこまで器下すると

製造業者は農業者と閤じ利潤役得て，資本の流

れはどちらの方向にも重きかなくなることであろ

うむこのことは事実，穀季ちの耕作が拡張さ金

られ，そして市場の増大する欲求が充足させら

れるとき，つねに現われる作用様式なのであ

{)。労{幾三ど難持するための (the funds 

for the maintenance of labour)が増大い

そうして，賃金が上昇するので，労{縁者の暮ら

し向きが楽な状況は援を線譜させる誘閣となり

一一人口は増加し，そうして，穀物に対する

の価格をその越の荷品よりも結対的に上

昇させる一ーもっと多くの資本が農業で、有和

に雇用されることになり，そうして，その洪絵

しくなるまでは，そこに向かつて流

入し続けるのであるG そして，それが等しくな

るとき，その様格は再たび{豆下して，農業と

造業の利i隣も存たび平準化さ"ltられるのでトあ

る。J49)

Fカードのパラグラフ (10)に引用されてい

る文章から推して，スミスはこう考えていると

思われる。すなわち，穀物の輸出讃励金が穀物

の国丹市坊における髄格を一時的に高めても，

一定量の穀物を賃金基金として保宿する

が，…交をの実費賃金率でより多くの労j勤者を雇

用することがヤむきるようにはならないであろう

と。ここで，スミスは賃金基金設に治う考えな

桜定的に示しているのである o そうして，われ

われは手カードが{何らかの意味における

金説~受容していることをすでに見てきFてい

る。しかし!J寺山ドは舞金基金説を受け容れ

ながらも，上織のパラグラフ (11)において，

49) Ricardo， op. cit.， pp. 305-6. 

穀物の輪出奨励金が穀物の欝内市場{jljj格を一時

的に高めると，農業者はより多くの労離を雇用

L その結果，穀物の生産量は増大するであろ

うと論じているのである。誇者の議論はどこか

ら相違することになるのであろうか。

翌カードはまず，スミスの議論を成り立た

せるための条件を指摘することから，パラグラ

フ (11)の議論を始めている。ぞれらの条件

は， 第 1に I穀物以外には何物も労欝者によ

って諮饗されな」いことであり，そして第2

に 1彼の受け取る部分がまさに鏡の余計に必

要とされる最低線叢に」なっていることであ

るO たとえ第1の条件が瀦たされていても，も

しも彼の受け取る実質賃金が生計に必要とされ

る最低限度を越えていて，第2の条件が満たさ

れていないとするならば，実質賃金の切り下げ

を通じて，需ーの穀物量でもって， より多くの

労!勤務を雇埠ずる途が聞けるであろうから，ス

ミスの議論な成立させるためには第2の条件も

必要とされるわけである。

そこでィリカードは，第 1の条件を想、定ずる

ことが事実に反するという弱点を衝くのであ

る。労議者に対する賃金支払いは貨幣で有なわ

れ，それを受け依った労働者は，穀物だけでな

く，その他の商品も鱗入ずるのが毒事実である。

その事実を認、めるな飢え輪出奨励金によって

穀物の寅幣纏務が上昇するとき，労働者の暮ら

しを問じままに維持するのに，貨幣援金主容が比

170釣に上昇する必要はないであろうとヲカード

うのである。そのことを説明するためにザ

カードが用いた数{護側は非常によくできている

が， ジカ…ドの原文にはわかりにくい点がある

ように怒われるので，少し解説しておこう。

まず，穀物の輪出奨励金の効果として，国内

の穀物鏑格が一時的に上昇する以前の状混A

と，その効巣が現われている状況Bのこつの状

況を考える。もちろん，穀物以外の高品の側絡

は二つの状況にわたって不変と想定する。

;伏祝Aにおいて，小麦の浴場{商務は 1ブッシ

ェル当たーりで8シリングである。そのとき， Tナニ
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っぷりとであれ，ほどよくであれ，あるいは，

やっと暮らせるほどであれ， ともかくもその近

隣地域でその他の労働者たちが普通に生計を立

てているのと同じ」貨幣賃金率を 1週当たり 16

シリングとする。労働者はそのうちの半分に当

たる 8シリングを支出して 1ブッシェルの小麦

を購入するとともに，残りの 8シリングでその

他の商品のバスケットを購入するものとしよ

う。そうすると，労働者が Fその近隣地域で

…，普通に生計を立てている」ということは，

彼が 1ブッシェルの小麦と 8シリング相当のそ

の他の商品のバスケットを消費できることを意

味する。

状況Bでは，奨励金の効果によって，小麦の

価格が 1ブッシェル当たりで8シリングから16

シリングに， 100パーセントの上昇を示してい

るものと想定される。このとき，労働者が普通

に生計を立てるためには 1週当たり24シリン

グの貨幣賃金率を受け取る必要がある。そうす

れば，そのうちの16シリングを支出して 1ブッ

シェルの小麦を購入するとともに，残りの 8シ

リングで状況Aにおいて購入していたのと同じ

商品のバスケットを購入することができるから

である。こうして，小麦の価格が 8シリングか

ら16シリングにまで 100パーセント上昇すると

き，スミスの言うように「ともかくもその近隣

地域でその他の労働者たちが普通に生計を立て

ているのと同じ仕方で」労働者の生計を維持さ

せるためには，貨幣賃金率を16シリングから24

シリングにまで，すなわち， 50パーセント上昇

させるだけでよいのである。

ところで，小麦の数量で表示される実質賃金

率は，状況Aにおいて 1週当たり 2ブッシェル

(2bjω= 16sjw + 8sjb) であり， また状況Bに

おいて 1週当たり1.5ブッシェル (1.5bjω= 

24sjw+ 16sjb) であるから， それは25パーセ

ント引き下げられることになっている。このよ

うな実質賃金率の低下は， リカードが『利潤に

かんするエッセイ』の前編第 I章「農業ストッ

クの利潤率をめぐる考察」で提示した単純モデ

ノレにおける穀物生産の余剰 Siの増大となって

現われるであろう。そうして，限界区画の土地

の余剰 Snが増加した分だけ農業スト γ クの利

潤率は上昇するであろう。それゆえ，状況Aと

状況Bにわたって，その他の業種の利潤率が変

化しないとするならば，農業ストッグの利潤率

のこのような上昇は，諸資本の競争を通じて，

他の部門で雇用されている資本を農業部門に流

入させ，穀物の生産は増大するであろうとリカ

ードは主張しているのである。

以上のようなリカードのパラグラフ (11)の

議論には疑問の余地がある。まず，彼がパラグ

ラフ (10)で引用しているスミスの「奨励金に

ついて」の章のパラグラフ (10)*の文章を賃

金基金説に立つ陳述と受け取ることには問題は

ないにしても，その中にある「同量の穀物でも

ってJ(with an equal quantity of it)とL、ぅ

句をもって，スミスが，賃金基金は労働者の手

を経てすべて穀物に支出されると，すなわち，

第 1の条件のように，労働者は穀物しか消費じ

ないと想定していると，字句通りに解釈するこ

とは，スミスの考えを壊小化しているのではな

いだろうかという疑いが残るのである。ジョ

ン・ステュアート・ミルが「賃金は人口と資本

に依存する」という慣用匂に，深い意味を込め

ながら，それを便利な略号として用いたよう

に問，スミスもまた「同量の穀物でもって」と

いう句に， リカードの解釈よりもいま少し深い

意味を込めて用いていると考えることはできな

いであろうか。じっさい，スミスが「たっぷり

とであれ，ほどよくであれ，あるいは，やっと

暮らせるほどであれ， ともかく近隣地域でその

他の労働者たちが普通に生計を立てているのと

同じ仕方で， より多くの労働者の生計を維持さ

せる」と述べているとき，彼の脳裏に穀物だけ

を消費する奇怪な労働者の映像が浮んでいたと

は，とうてい考えられないのである。おそら

しスミスもリカードと同じように，貨幣で賃

50)拙稿「賃金基金説の系譜について(2)J本誌第34巻

第2号， p. 92 (258)参照。
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金を受け取り，その収入でもって稜々雑多な商

品会購入する現実の労働者の執橡を患い諜かべ

ていたのであろうと考えるほうが自然な解釈で、

あるように態われる O

とすれば，スミスとリカードの議論は，どの

点から異なる道を進むことになるのであろう

か。ここで，われわれの悶は，生産活動を刺戟

ずる誘践としての科潤の緩念について，スミス

とりカードの需にある畿妙な考え方の相違に向

けられなくてはならない。われわれは，すでに

本稿の第 XXV部において， スミスの

論3第 I編第VIf意「商品の自然fI環絡と市場{溺格

についてjの一般議論にかんする部分をかなり

詳掘に検討してきている。そうして，われわれ

の晃てきた限りにおいて，スミスは原間的に，

自然{函格の決定要践と市場銭格のそれが相互に

独立であるという前諸に立って議論を進めてい

るように態われる。そこには-<ーシャノレ以後

の経済学における欝要と供給の原理が， JJ.究員5的

に，需要側の諸袈閣と供給側のそれとが結立に

独立であるという部提に立っているのと，一際

じるところがある。そうして， スミ久の

合，商品の告数飾格の榛成部分となる費金，利

潤，および地代の議然率が決定される事情は，

r国繋論』の第 l 編第W章の 94~構成する

パラグラフで予告されているように，それに続

く諸主震において論じられるのである。他方，議

品の市場価格は，その第W章において論じられ

ていたように，その潟品に対ずる有効需要と出

荷量との間の釣り合いによって規制されるので

あった。そこでは，出謂f設がいかなる大きさで

あるか，そしてまに有効需饗と出持量との不

釣り合いが溶き諮こす瀧争の熱度がどの程変で

あるかが，市場価格の主たる決定要障であり，

しかも，それらの要因は有効擦要を決定する

困，すなわち，自然艦絡に対応ずる賃金，利

潤，および地代の寝袋率会決定する務要閣に影

響を及ぼさないと想定されているのである。た

とえば，穀物の輸出に対する奨励金の交付が，

それま勺は閣内市場に向けて出荷されていた穀

物の一部分を外富市場に箆出させ，その結果と

して生じる関内市場への出荷量の減少が圏内の

穀物価格を騰震をさ4まるとき，有効需要の決定要

顕である賃金，利潤，および地代の自然率には

何の影響も及ばないとするのがスミスの原劇的

な考え方であって，設はその原則幸~奨励金に

ついてj 、ても貫いているので

ある。

もしも穀物の輪出に対する奨励金の交付の結

として，陣内の穀物の市場価格が騰貴したた

めに生じた農業ストックの蒋識の上昇が一時的

な異例jのものでるり，まもなく消議するはずの

ものであると予想されるならば，遂事業者として

普鴻に必繋とされる慎重さを持ち会わ奇きている

製造業者がその資本を引き揚げて農業に存投資

ナることはありえないであろう o If経済学およ

び課税の原理J第XXII撲のパラグラフ (11)

の議論において， リカードは，こうして起こる

農業ストッグの利潤の上昇がその他の業種の事

業者をして投資先の転換に露み切らせるに足る

舷常性を有するものと考えているわけであるo

それに対して， If菌審議』の「奨励金についてj

の章のパラグラフ (10)* の議論におけるスミ

スは，そのような農業ストックの利潤の上昇に

は十分な垣意性を認めず，市場価格の変化が自

然極格に影響を及ぼしえないのと閉じ意味にお

いて，それが一時的な性質のものであると考え

ているわけで、あるc そうして，設はその理出

合間じ「奨励金について」の章のパラグラフ

(11)*以下で述べるのである。すなわち， i穀

物の貨幣師格はその他のすべての爵産商品のそ

れを規制するj から，輪出探訪金の交付によっ

て上昇した穀物の紫幣価格は，その龍のすべて

の歯康商品の賞幣側格を上昇させ，窮極的に

は穀物の実質価格には影響しないと営うので

ある O 穀物の白熱髄格を議或ずる賃金，利潜，

および地代の富然率は，こうして持の影響も

けることがなしそれゆえ，穀物の生還を腕載

する誘慰は生じない。

以上述べたところから，スミスとリカードの
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真の争点は，労働者が穀物だけな消費するとい

う長定を撃をくか否かにあるのではなくて，総出

藻爵金の締結として生じる農業ヌトヅグの利j簡

の上昇を，資本の記置転換を誘発しえないとい

う鷺味において，一時的なものと考えるか否か

にあることが了解されるであろう o その点がり

カードの第XXII章の説明で酸隊になっている

のは， 授がスミスのパラグラフ (10)*を読ん

でうそこに労働者は穀物だけを消費するという

なくてはならないと解釈したことに原因

があるといってよし、。それにしても，そのリカ

ード喪主きの「利潤の理議jが後世の学者たちに

よって，いわゆる「穀物モデルJという形の硬

磁的な解釈を与えられるじどになろうとは，

命の皮肉というほかないで、あろう。

穀物の輪出奨励金の婦結として生じる農業ス

トッグの利潤の上昇を一時的なものとするスミ

スの理由が r穀物の貨幣部格はその他のナべ

ての層建荷品のそれを規制するj とし、う命題に

されるからには，スミスとリカ… Yとの簡

の箕の争点は， ヲカードによって f原理J第

XXII率の ii3 (ii)で論じられることにな

る。その論点を検討することは， しかしなが

ら，次の稿に委ねられなくてはならない。

(このさ実続く〉


