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後済学研究 89-8
北海道主大学 1989. 12 

改訂賃労韻 理論講義 (1)

荒叉重雄

I 

ヌド議で筆者は，今日の労簡者階懇の労働と生

誌を総合的に把櫨し，かっその将来を幾聾する

ための理論の構成~試みる。改訂と名付けてい

るのは， 20年前の描務『繋労働の理論』の改訂

として展諮Lょうとしているからで、ある。今日

の労{勤者の生器を分析するための理論 Jとして，

家ず阪につくのは労繍経済学である。そこで労

働経務学の基礎カテゴジーの若手会検討するこ

とからはじめる。

もちろん労働陪題を検討するのに役?と立つ議

論は経済学とは限らない。経営学や社会学が方

法として用いられて労働社会学や労使関係論と

して理論的まとめが行われることもある。労働

者の生活は狭い意味での労働に限らないから，

家政学や家族社会学も震なった対象を研究して

いる。労働者の生活の中に公共的消費財や社会

保障緩設が大きい部分を占めてくると，公共経

済学やソーシャノレ・アドミニニ広トレイジョンな

どの理論も間じ対象を扱うようになってく

る。

薪究対象が向じであったり重なっているの

に，ちがった学問が成立しているのは，それぞ

れの学関がどこを基本的対象領域と考えどこを

湾沼領域と考えているかのちがいによることも

あるが，根本的には，第一に，社会繍査か文戴

研究か統計解析かといった研究方法のちがい，

第二に，基本カテゴヲーの歴史的背景のちがい

による。第一と第二のちがいは祁互に関係して

いるとはいえ，方法は五いに利用しあうことが

容易なので，一番問題なのは学問の歴史を背景

にした基本カテゴザ…の親達ということにな

る。 LかL，研究対象が同じであれば，相互に

交流じ討論できるし， しなければならない。そ

してここに，独践の殻論研究の必要性の根拠の

一つがあるのである。

理論は，無意識的なあるいは意識的なその前

接条件や，あるいはそこからの論灘的帰結とし

ての展望‘ゃをつうじてイデオ Pギーにつらな

るo これはやむきと得ないことである。しかし，

イデオロギーの次元で穣劣を競うことは，学際

の自由に対ずる深刻な危険をはらんでし、る。し

ばしば現実に起こりうることであるが，理論研

党がイデオ口ギー鰐争の単なる手段になってし

まうと，かえって科学としての学問を脅かす。

だからといって，それてY恐れるあまりカテゴヲ

ーの相五関係たはっきりさせる狸論研究を設棄

することは，学照的営為の人類史的総合性をど損

ない，イデオロ"I'一対立を現状をその設ま

認し，これを関定することに予を費すことにな

るの"であるo

いろいろある理論の中から労働経済

学を選んで検黙の出発点にしたのは，経済学史

した基礎カテゴリーから出発して問題

を展開するという課題を立てたからであって，

それとは逸った学史合基本的背景にして智われ

る研究に対する髄f立をアプ 9:;t !Jに主張するつ

もりはない。

さで，労働経済学は，通常~， -::(グ口経済学的

な「労働力j分析みミクロ経苦学的な市場的労
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議需給分析を出発点にしている。前者は人口を

出発点とし，その構成を生産年齢人口とそれ以

外の扶獲人口に草分し，生年齢人口をさらに

「労f動力Jになる部分と，そうマはなく主婦や

日制の学生のように「非労働力Jである部分

に絃分1...-， とくに「労様力」に参加するものの

割合に枚目しながら，対象としての現実会機能

的に分析する枠総みを示し計測結果の統計の

重要な部分を総介している O 後者は労働に市場

の一般理論な適用し，右上がりの労機供給曲線

と右下がりの労機需要曲線の交点として労欝矯

と労{畿の飾格が決定される関係官と説明し，

マグ P 的条件を考惑しながら， とくに労働供給

を億人・家計・巌業・一国へと，また労働者

数・労檎時間数・議も強度も考慮に入れた労働

ι具体化して見せている。こうしたとこ

ろから出発する理論は，対象な棲能的に分析す

る枠組みとしては魅力のあるもので、ある。

しかし，前者についていうならば，鴻常稽黙

のうちに欝畏経済が所与とされ，なぜ醤員経済

はそのようなものとしての経済の単位であるか

の時いさえ消えている。スミス以来の経済学は

焚物や商品を分析の出発点におくことによっ

て，古代のミ五爵でもなく中伎の領邦でもなく，

商品交換の懇の自によってまとまった…つの商

業社会を対象としていたのである O もし劉民経

済会能提として生産の三三要繋のーっとしての労

鶴念考えるなら，そして実際は，戦時統制経済

の経験をへて戦後に寵合経済を運営してき

本主義の経験抗そのような分析持を普及した

のであるから，かえって国民経済を前援にして

計画経済を試みてきたソ連めように，生産年齢

人口から労鍛無能力者を差し引き，皮対に遥常

の年金生活者人口のJ:tからなお労働に毅芸評して

いるものを拾い出して生産年齢人口に加えて労

{動資源概念を主義ずる方が，論旨一覧している

と言えるのである。

ところが労機経済学比実は商品経済を踏黙

の前捷においている。だから商品あるいは貨幣

と交換されるサ…ヴィスの生産に能事している

人口を[労働力 laborforceJ (社会的総労識

力軍と表現する方がよい)とし，家事労檎に従

事する主婦や学業に設事する学生を f労鶴カ」

から外しているのであるo 商品生産に即しての

み言えることと，商品生室長に限らず社会的生産

一般に議題出来るカテゴワーとが明示的に区翌甘

されず，社会的生産一般に瀧用される分析梓の

有効性がしばしば特殊に商品生畿の効率性の弁

護に利用されてしまうところに，学際的には克

服されなくてはならず，イダオ P ギー的には批

判きれなければならない点がある。どのような

経済かをまず拐らかにしなくては，社会的総労

{動力は規定されえないのであるO

経済学一駿について言えば，例えば商品交換

が社会関係の基本になっているということから

出発してはじめて，商品価値擦係という質的規

定性のもとにこれだけの人口を持ってこれだけ

の所得を生産しているものとL、う主主的規定伎を

もった社会の成立宏，理論院に苦いうることに

なるのである O よく言われてきたように，人口

は研究の出発点であっても，研発成果をまとめ

る際には終議点である。

後者についていうならば，労働市場の分析

は，労働供給曲線を財貨・サーヴィスの効用と

余暇の効用との無援別曲線から説明し，

要曲線を投入労働量による生産可能曲線あるい

は労働の議界生産力曲線から説明する。労働に

よる財紫・サーヴヰスの生皇室性の設会い変化，

・サーヴィスと余穣の組み合わ伎の変イヒか

らする効用の変化きと比較考量しながら，個人の

次元でも家庭の次元でも，さらに社会的次元で

も最適た求めることが出来るならば，これは幸

せなことであるし，社会的生産一般に適用出来

る分析特である。封建釣きま長たちも先史時代の

ちも，精密さにおいてはいろいろであっ

たろうが，それぞれに自分の頭のやでこうした

社会的計算をしていたはずである。このかぎり

では，社会的生産一般に適用出来る需要供給関

係のひとつの哀れにすぎない。社会主義的計癌

の総体的枠緩みは，まさにこのような誇要:悶
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さじ計爵当局が比較考量しようとするところか

ら崩発してきたのだ， とみて良いであろう o

しかし標題はその次からなのであって，需要

供給競孫の背後にある効活関数は，いったい設

の効痛を最大にするよラに設定されているのか

と問えば，その答えは用意されてはいないので

ある。家長の効用や族長の効謂が自動的に家族

長や縁族員の効fflと一致していたと

は，あiどりにもナイーヴであろう。

計爵もこれまでのところその社会の構成員の

効用を十分に許{面することにおいて必ずしも成

しなかったのであるO

こう言えば磁ちに，発達した市場では，そこ

に登場する売り手と買い手に身分の議がなく，

そして相]iに全く独立した関係に立っているこ

とが想定されており，個々人がi議はばからず自

患身の効期間数に導かれて行動すると社会的

に最適な結果が現れるのだと，N.識が返って

るζ とであろう。古くは「畿大多数の議大幸福J

と言われ，あたらしくはバレ…ト最適と

る関係である O

だが，社会的人間がどこまでも，相互に独立

し相互に無関心で〉諮まに対立する個々人，

それぞれの効用関数は互いに無関係で，それぞ

れの事舗はそれぞれの内部にのみあるような個

々人に分解していくのが，人間社会の:本憾でトあ

り人憶の語学楠であると議定するわけにもL、かな

い。独立した綿々人から出発すると，納得的な

社会的効黒関数に理論的に務達するのが難し

い。すことえ効用の個人間比較が理論的に難しい

としても， {隠々人の所有する貨幣量したがって

個々人の支援5しうる悶民所得の合舗分の大ささ

の分布を所与として，そのうえで潔いうるバレ

ート最適にとどまり，安住しているわけにはい

かない。

潜鶴市場の理論は現実の資本主義経済の努鶴

市場を念:臓に豊いている。市場一般の理論にお

いて，社会一畿に適用可能な需饗供給というカ

デゴザーを用いながらもその一方で、具体的に

り手が誰でも買いそ子が誰でもかまわない

無差別の法第~ (the Law of Indifference，一

物一価の法則と訳されることが多しうが作濁し

ている商品世界を;念頭に置いているのと間様で

ある。ところがその際，市場一較におい

の競売人をさえ捨象した競売人モデノレ，撰龍治

(タトヌマン〉が採用されているよう

に，強鶴市場においても，資金・資産をもって

いたらこうして人に震われたりしないのにと患

っている生身の労{勤務も，被らな襲う資本家的

企業者の姿も捨象されている。企業は，誰がそ

れを所有じているかを掲わない資本財と土地の

ちの無性格な代行人であるか，市場と

同様に資漉を効率的に配分し結合する抽象的機

構なので、ある G

筆者はそのような強象水準の分析枠を無窓味

だといっているのではない。その度対に，

的生産一般に議用可能な，そして機能的分析に

むいたそのような研究方法に高い評{衡さと与えて

いる。ここで際題にしているのは，そうした理

論が，そこから飛躍して， より3主体的水準で、必

カテゴリ…を捨て去り，そして市場万能の

デオロギーと結び付いてしまうところな

のである。アダム・スミスの場合商業世界は，

自然掻格の周辺で上下する市場{価格を目安に生

産を調整しあっている生産者たちの総合像であ

って，持ち込んだからにはどうにでも売り払っ

てしまう脊梁魚介の市場とか，良い憾で売れな

ければ持ち帰って自分で捜おうとL、う発生類の

馬市のような爵所像ではなかった。間様に，労

鶴市場でもスミスの場合は，一方にあるのは労

鱒実民あるいは手工梁職人，他方にあるのは，

滋分の労{勤役懇持するに必要な以上の生産財と

消穀財を支艶できて，被ら索民，職人の労f動を

生産的に雇用ずる能力を持った製造業者たちで

あった。

ょうとしているのは，労鵠

経済学の成果を捨て去るのではなく，それが社

会的生産一毅に遺患できる分析枠を穣発し，ま

た現代の労縁者時級の労働と生活の機能的分析

に成薬会上げていることを詳細し，これを襲極
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的にJl:揚Lながらも，労働経済学を含む現代の

経済学が， しばしば一挙に市場万能イデオ戸ギ

ーに飛期する点を批判し， より兵体的な理論イヒ

の選を固めることである。したがって本書は，

労鶴経済学が暗黙の前提にしながらも実はより

抽象震の高い水準に闘を転じてしまって， しっ

かりと出発点の分析対象に震まかれなかった，今

日に特有の歴史的社会的形態規定の吟味から始

めることにしよう。

II 

資本?倒的生皇室が支配的に行われている諸社会

では，労働は賃労携として現れ，労働者は童労

働者として現れている。そうした社会では，

会的生産の基幹部分における労織を担っている

のは，紋隷でもなく農奴的農民でもなく，また

5虫立設営の農民や職人でもなく，賃金をど受け取

って働く労機者たちである。

どのような社会にあっても，人間たちはま

愛子携によって自然と付き合い，あるいは白熱と

対決し，自分に必な生産物会参に入れてき

た。どのような校会も， したがって，その成員

の大部分が労働者として生きることによってこ

られてきた。狩猟提しかり農耕民しか

り，あるいは怠給能農村と都市の手工業者によ

って構成された社会しかり G ところが，今日一

般に労磯者と言われるときは，農民であるとか

職人，さらには機工であるとか，その労働者の

労機の具体的有用的形態をど思い出ざ宅金ることは

少なく，むしろ労務者という語の系譜をひい

て，底辺の無差闘の労働を患い諮こさせること

が多いし，それはある程度当然で可あるとして

も狩猟にも農耕にも共議する労働を意味する

よりは，うた史襲撃代の狩猟民でもなく， 中世の農

耕民でもなく，それらと対立するなんらかの労

機者が念頭に置かれることが多いのである。わ

たくしは弘義，労働者に，社会のゆで労f動ずる

人潤というー盤的定義を与え，今日一般に労働

と替われているものを，重量労働者というまえ定

において考察することにするo 今日の社会的労

働の特徴を銭的に表現しているのが賃労働とい

う言灘だからである。

設労i動も，それが実擦に際関している現場で

は，あるいは紡績労働でありあるいは採炭労識

であったりしているわけだが，

まこりその他の社会的鰭労{動から隊Bせするもの

は，労働のそうした兵体的有用的形態ではない

のであって，労織と貨幣の交換という社会形態

である。すなわち，賃労織は，労働者が賞幣所

して自らの労働を提供し，貨幣所有者

が貨幣と引き換えに労働者の労{磁をど自らのもの

としているような労機であるO 交換はまさに社

会関係であり，貨幣との告白な交換であるから

商品関係である。こうした特教は予設労働が龍

の社会的労働諮形態から自らを区別する。独自

な社会部形態を表示しており p われわれにとっ

て格好の手掛かりである。

賃労働の法的形式は雇用契約である。民法六

いわく. r雇嬢ハ当事者ノーガガ右手

対シテ，労務ニ服ストコトヲ約、ン，相手方

に其幸投機ヲ与ブ/レコトヲ約スノレニヨヲテ

効力ヲ生ズJ。賃労議， Lohnarbeit;は労畿の

この社会約形態の隊史的形成のなかで自覚され

た規定であるが，その法的形態は嘉照労働であ

る。

交換とL、う社会関係として童労働を考察しな

くてはならないとすれば，この務題の研究に当

たって，労働を譲供する{目~からのみ関題をみた

り，援対に，労働を取得する側からのみ関欝を

見たりしてはいけないことがわかるo 研究の過

程で交換の再当事者のそれぞれを分析的に研究

る場合にも，両者のミスマッチた隠霊童にする

場合にも，対象の真理は再項の統一にあること

を忘れてはいけない。「賃労働は…資本か

金を持，自己を再生産するJ(隅谷三嘉勢 F労

働経済誌~，昭和40年). といったように労働者

にばかり引き付けてことな見たり r際用 em輸j

ploymentJが有る， 緩いといったように，

幣で労畿電と取得しようとする側にばかり引き付
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ける用語法については警戒していなくてはなら

ない。労働しているのは賃労働者であるが，彼

は相手方の指示の下に既に相手方のものとして

の労働を遂行しているのである。賃労働はあく

までも雇主 (employer)と被傭者 (employee)

の関係の問題として把握されなくてはならな

L 、。

賃労働は，労働者の側から見れば，貨幣との

交換のためにする労働であって，労働の具体的

有用的諸形態は第一義的な関心事とはならな

い。労働の具体的有用的諸形態に対する関心は

むしろ貨幣と引き換えにその労働を自らのもの

とした者の側に存続している。労働の特定の具

体的有用的諸形態のゆえに，貨幣と交換される

賃仕事は，物的商品との貨幣の交換に準ずるサ

ーヴィスと貨幣の交換である。賃労働の場合，

労働者が提供するものは特定のサーヴィスとい

うよりは労働一般であり，労働の具体的有用的

性格の確保は，貨幣と引き換えにその労働を取

得した者の側の問題となる。そのことが，雇用

契約の規定における「労務ニ服スル」という文

言になっているのである。

さて，賃労働を特徴付けている労働と貨幣の

交換とL、う事実は，たとえば通常の労働経済

学が，労働市場における労働の需給を需要曲線

との出会う場として考える際のように， しば

しばそのまま理論的分析の出発点に置かれる。

しかし，この労働と貨幣との交換という事実

は，一見してーつの理論的矛盾を含むのであ

る。一方の項には，さしあたりその支出の具体

的有用的形態を特定されない生きた労働一般の

一定量があり，他方の項には商品のi完成を体現

する貨幣の一定量がある。一方には生きた労働

一般があり，他方には商品価値に凝固した過去

の労働があるのである。生きた労働同士の交換

は，労働がその具体的有用的形態のままで， し

かも生きた流動的形態のままで直ちに社会的労

働でありうるような，共同体内の分業を特徴付

けるものである。それに対して，直接的な生産

物交換から出発して，商品と貨幣商品との二重

化に到達して抱成する商品交換の社会では，抽

象的人間労働の凝固物としての価値による交

換，過去の労働の形態での人間労働の交換であ

る。生きた労働が交換されるということは，労

働が社会的なものであるために，わざわざ過去

の労働の凝固物としての商品価値の形を取る必

要がないことを意味している。労働の成果とし

ての生産物より先に，労働するはずの生きた人

間の社会的規定がはっきりしているからであ

る。ところが，過去の労働が交換されるという

ことは，労働が社会的なものであるためには，

過去の労働の凝固物の形になっていなくてはな

らない社会であることを示している。市(マー

ケット)で向かし、合う売り手と買い手は，お互

いにまったく他人であって構わない。互いに交

換に提供しあう物は嘘を付かないからである。

商品交換とし、う事実があって初めて，両人の聞

に社会関係が存在したことが確認されるのであ

る。

今日，抽象的人間労働であるとかその凝固物

であるとかの範時への疑問が広く存在してい

る。したがっでこの点への著者の見解を多少補

足的に述べておくべきであろう。いわゆる蒸留

法において対置されたこ種の商品は，使用価値

から見たときに呉なっており交換価値から見た

ときに等質問量であるから対置されている。商

品関係の一般論の研究の出発点であるから，無

差別の法則が典型的に作用している商品がそこ

に置かれていなくてはならない。売り手が誰で

も買い手が誰でも構わない商品は物， もはや瞬

をつかない労働の結果でなくてはならない。商

品とは使用価値と交換価値との統一物であり，

その両規定と重ならずに平行する他のどんな規

定も含まない。有用にして希少な経済財は，商

品でもありうるが商品以外の社会的生産物で也

ありうる。ここでは経済財より内包の大きい商

品の概念が置かれているのであるから，使用価

値を捨象したら，交換価値あるいは交換価値の

本体以外の物は残らないのである。使用価値を

捨象した後に使用価値一般だとか効用のある物
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だとかその他のノミヴ品/レタのいうようなものは

らないのマあるO こっそり労働生産物だ

じておいて，ほら労働が残ったというの

は，下手な手品だとノミヴ ι !vクは難じるが，労

{鼓生遊物だけをさしあたり考議室に入れていたの

はアダム・スミス以来の慣行であって， JJIjに手

品ではなし、。そして，残ったのは労働生産物だ

という特設だったのではなく，使用価値を捨象

してしまったので，労f識の具体的有期的性格は

捨象されて，捨象的人間的!労働の凝器物が残っ

たというのが，推理のエ γセンスだったのであ

る。議象的人間労働とは社会的総労働力の一分

ということを，具体的有用労鱗とは社会的

分撲の一部分だということを示している，それ

ぞれ社会的労働のご二つの規定z註なので?ある。労

鶴のご二麓性は社会的労動一般の規定であり，商

品生産に態有なのは，抽象的人語労闘が凝腐し

て議品の館館として現れ，具体的有用労儲が商

品の使用価{践として現れる点である。捨象的人

間労働は商品生産の形成発展期には擬多きもの

であったとしても，今日，社会的総労働力とそ

の支出として，マグ P経済学の雷う「労{動力j

と延べ総労鱒時務として，かなり可翠的なもの

になっているというべきである。価値から線格

への理論的牒開に苦惑することになった学史的

事実な軽説するつもりはないが，交換摘{直つま

り相対鑓格から出発して， f滋{譲位本鷲に戻る事

なく展開を試みたミグ戸経済学が，集計問題で

していることにも自なやる事なく，

ただ抽象的人間労働の概念を捨ててしまうこと

には賛成出来ない。

ることにして，部分的な薮象として

は，農民の穀物と出職人の労換とが交換される

場合もあるで、あろう。農民の穀物は過去の労畿

であり，たとえば庭部のように作業の性質から

賠職人の形きどとりにくい職人の労畿は生きた労

働である。発達した高品社会で、もサーヴィスと

いう，生きた労{動の形をとった部分がg立つよ

うになっている。しかし，賃労機一般を符える

ときには，一方にあるのは，特定の具体的有用

労織の質料的特質に依存しない在意の努働であ

り，他方にある紫幣は，務品世界の党成を意味

しているのであるG ここでは，生きた労爵と過

去の労働との矛態は，外見上その極にある。生

きた労織のままでは交換が行われえず， もっぱ

ら市場において過去の労換が商品という物的形

とって交換されながら， しかもそのー

で，労働が生きた労働のままで支配的に交換さ

れているO この現挺は理議蔀に矛窟している。

いかにしてこれが可能になっているのである

カ冶Q

ラ，

」ー 論理の矛震であって現実

ではない。この論理の矛績は，労{動力商品の紙

念を導入することによって解消する。

ここマ労!動力とは，最近にマクロ経済学で使

われる芳働力(labourforce)， すなわち人口

から生産年令人口以外電どはずし， さらに社会的

労働に参加していないか参加する意志を示して

いない非労働力なはずした後に強る部分を指示

するものとは異なって，ーマノレグスの使った意味

での労機力 (Arbeitskraft) のことである。

労横方とは，人聞の身体すなわち生きた人爵存

うちに擦存していて，その人摘が持等かの

犠類の費用議競合生産するたびに議舟する，肉

体的および精神的な諸龍カの総計，のことであ

る。労働力をこのように親世すると，マグ戸経

済学における f労働力」は，社会的生産におけ

る現設寧・予備軍を合計した総労織力軍と

さなくてはならなし、しかし，その方がか

えって， 労働力化率(1aborforce participa. 

tion四 tio)などという訳語た付けず， 労f動力

寧参加率と明瞭な訳を付けられるから合環的で

あろう。ソ速の経済学では，マグ界経済学にお

ける労{動力に近い労働資諒という観念を用いて

いる。ここでは，学生や繁人・主婦な含め，彼

方で労働不能の欝害者を除外して，続粋に生産

力の観点での資源が表象されている。

さて参議労働における労働と貨幣の交換の現

象の外見上の矛遣をど解決する労働力商品i概念と

は，上述のような労働力が商品として版売され
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購買されているという事態の概念的把握であ

る。労働力は，社会的総労働力の一員として当

然に抽象的人間労働を支出し，かつ，かなりの

幅で様々な具体的有用労働を支出する可能性を

秘めたものとして，流出しつつある具体的有用

的労働としてではなく，潜在的な労働一般ある

いは一般的労働の可能態として，商品になるの

である。労働力商品の使用価値は労働力そのも

のであり，その使用価値の実現すなわち効用は

労働である。労働力商品の使用価値は対象的存

在としてあり，交換の後，買い手のもとに引き

渡されて，つまり雇主の支配下で労働するので

ある。労働力商品の価値は生活必需諸商品の価

値である。生活必需品は商品であって，その大

部分は物的な形態，つまり過去の労働の形態を

取っている。貨幣との交換にあたって引き渡さ

れた労働力の価値は， じつは生活必需品の価値

である。生身の労働力と生活必需品商品とのあ

いだには，商品を消費し労働力を再生産する独

自の過程が入り込んでいるから，事態は依然と

して複雑であるとしても，少なくとも交換の両

側に同じような過去の労働が向かし、合っている

のを確認できるであろう。

労働力商品は， 一般に労働者の生 (Leben)

一生活過程 (Lebensprozess)ーに特殊の社会

的規定性が加えられて成立している。 L、かなる

社会でも，その平均的成員である労働者の生活

は，人が物に変わる過程，すなわち労働によっ

て自然から生産物を獲得して来る過程と，物が

人に変わる過程，すなわちその生産物を消費し

て生命体としての自分自身を維持する過程との

統ーである。両者を完全に時間的に区分するこ

とは出来ないが，前者を中心目的においた労働

過程と後者を心中目的においた狭義の生活過程

を区別することは可能であり，現実を反映じて

もいるであろう。生活過程のこの二側面のうち

の前者の大部分を他人に引き渡すべき労働力の

使用価値とし，のこりを販売者の手の中に実現

する労働力の価値に関連する過程として分離

し， しかるうえで両者を一つの商品の二要因，

つまり使用価値と価値として結合しでいるのが

労働力商品なのである。どのような社会にも存

在してその社会を支えている，わたくしのいわ

ゆる労働者は，それ自身でマルクス的な意味で

の労働力の定在であるが，それに特殊な社会的

形態規定が付加されてはじめて，賃労働者とか

れらに担われた労働力商品が現れるわけで、ある

が，そのことの立ち入った内容は，およそ上述

のごとき関係として理解出来る。

一般に商品の使用価値は購入者の下で実現す

る。買い手がその使用価値の実現としての効用

を享受するのである。それに対して商品の価値

は販売者の下に実現する。つまり価値を実現し

た貨幣が販売者の手中に残るのである。労働力

商品の場合も，その使用価値は買い手の下に実

現する。労働者の生活過程の一部分である労働

過程は，雇主の統括する，雇主の私的所有のも

とにある生産過程の要素に変ずる。労働力商品

の価値は販売者である労働者の下に実現する。

その貨幣をもってする狭義の生活過程は，かろ

うじて彼自身のものとして展開される。

労働力商品と引き換えに引き渡される貨幣の

源泉は，貨幣所有者の狭義の生活過程を賄うた

めの貨幣，古風の表現を使えば収入でもありう

る。大資産家の屋敷付労働者，あるいは中産家

庭の家事使用人である。このように収入を体現

する貨幣と交換される場合には，労働力購入の

目的は，労働そのもののままでサーヴィスとし

て利用するか，あるいは直接的消費のための使

用価値生産に利用するか，そのいずれにせよ労

働の具体的有用的側面にある。労働はその具体

的有用的形態において利用されるのであって，

購入された労働力の支出が抽象的人間労働の凝

固物として商品価値に対象化され，商品交換に

おいて価値として実現することはない。社会的

に見て労働力の支配的形態が労働力商品であ

り， しかもそれが支配的に収入と交換されてい

るという事態は，ここでは論理的に成り立たな

い。労働力商品が支配的に収入と交換されてい

るかぎり，労働力の労働力商品への一般的転



8(374) 経済J 診研究， 39ω3 

化，賃替畿の普遍化はありえない。商品生鹿が

支範的であれば，収入と交換される労融力商品

は，商品の消費費用の一部，商品の最終的消警警

にさ告たっての付加的労働の追加，にかぎられ

る。その部分さえも，たえず労働力商品の購入

ではなく，街品に準ずるサーヴィスの購入に転

イiニして行くであろう。

社会的主主遊物の支毘色奇形態が商品であるとい

う条件と，社会的労畿の支配的形態が震労働で

あり， したがって労働力が支配的に労働力商品

であるという条件が両立するためには，労働力

高品と向かい合う貨幣が支配的に貨幣寮ヌドマあ

ることが必要である。労働力と交換に引き濃さ

れた瞬罷に銭幣資本はただの賃欝商品になる

がき交換に労働力をえて紫幣資本は生産資本に

変態する。労{動力が生産資本のー構成部分とな

る。労機カは生産資本の一部分として機能し，

その支部主こる労働は，後患{価値と価{車の統一物

でもある商品資本を生み出す。つまり労働力商

品の消費は，ここでは確実に薦品錨縞な生み出

し，率態は賃労働のー絞約前提に合致するので

ある。賃労働の普遍化は資本なしにはありえな

い。資本が商品生産の一般的議議と合致するた

めには労働力商品の存在を不可欠としたよう

に，労働力商品の一般的成立が商品生産の警灘

的存者Eと合致するためには，資本が不可欠であ

るO

資本と賃労働は際一物のニつの側面として担

えられる。資本の法剣としての策j余額{藍の佐藤

は，震労畿の領域にも規定的なものとして現れ

る。爵余髄{鹿生産が資本の生産，つまり資本の

自己保存であり，窮余価値の資本への転化が資

本の議議，つまり資本の発援である。間じこと

が労犠力商品の側では，資本の一部となった労

識者の自分自身と労働者のものとして留まる

労働者の自分自身の矛j首となり，その矛盾の展

開となる。労働者の生活のすべてを自分の運動

の中に取り込もうとする資本の忘舟乙自分自

身のすべてを自分の下に国援しようとする

働者の志向とが拾拭ずる。賃労働の理論的研究

をど出発させるに当たって，価龍増殖的な資本の

と区別して i賃労働は『鏑髄形成的では

なくふ『商品の傭{童のうち，労賃として労働力

の{邸格令形成する部分において自らな対象化す

る』ものj と評価するのはく鶴谷三番見「労

働経済論J，IF講座労欝緩務 1，日本の労機

問題の決定的媛小化である。

111 

一般に鴎品は使用側値と交換銭櫨という

性の続合である。交換綴鑑の本殺は商品{制緩，

すなわち抽象的人爵労{勤続間物である。労磁力

商品たこのー数約鋭定に照らしてみるとどうな

るであろうか。労働力商品の使用髄値は労揚力

そのもの，使用鑑畿の実現はその支出たる労轍

である。労{動のポテンシャノレとしての労働力は

人関存在のやに実存し，対象的形燃をとってい

る。労揚力商品の額穫は労闘力を干写生叢するに

必要な生活手段荷品の錨{臨マある。 したがっ

て，労揚力寵品の価値は抽象的人潤労働の凝遺

物として実存している。こうして，労機カ議品

は， 1吏用{前備と{函{震の統一物として実存してい

る。商品世界に誌，名誉・貞議その他それ自

uili畿をどもたぬが，貨幣と交換されることによっ

て荷品形態を受け取ることになるものもある。

土地のように磯闘とした鎚徳鎮係の中にある

その交換価値が，それを生産するに必嬰と

抽象的人隣労働に薮接に依存すると

ないものもある。芸術品のように，あきらかに

労構の生産物だが，その交換鏑値の震をな投入さ

れている抽象的人鰐労換の査をに直接に矯驚させ

るのは閤難である生巌物もある。それらから比

べれば，労磁力商品は，はるかによく商品の一

般的規定を満足させる実在である。しかし，

般商品との ここまでである。

この場合喪用倒僚となっている労働力は，人

間存在に対するもっとも基本的な特徴付のひと

つである。労磁力の支出たる労換は正常な生命

活動のひとつである。人関の生命活動は社会的
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生産物を作り出すという意味での狭義の労働以

外の活動をも含む多面的なものであるが， 自然

と対時し自然に働き掛けて必要な生産物を取り

出して来た労働が人間自身を作り出してきたと

言われるほどに，労働力という規定は人聞にと

って本質的である。労働力という規定性に属す

るものは，実は狭義の労働以外の人間的諸活動

にとってもその資料的基礎をなすのであり，人

聞から労働力という規定性を， これに属するあ

らゆるものともどもに捨象するならば，あとに

はほとんど何物も残らないで、あろう。

一般に労働生産物も有限のいのちの人聞がそ

の貴重な生命活動の一部分を費やして作り上げ

るものである。しかし，労働生産物はそうした

活動の結果であって，これを商品として他人に

引き渡すことがあっても，労働した本人とは別

の対象的存在となったものを引き渡すに過ぎな

い。生産した本人から切り離して扱いうるから

こそ，そうして労働の成果が対象的形態となっ

ているからこそ，売り手の人格を傷つけずに買

い手がそれを専断的に支配しうるのであった。

ところが労働力商品の場合には，他人に引き渡

されるのは活動そのものである。つまり，労働

の可動態としての労働力を引き渡すことによ

り，その活動そのものが他人の活動に疎外さ

れ，結果としての生産物も他人のものとなるの

である。もちろん労働力商品の売り手のもとに

はその価値が実現しており，交換に得られた貨

幣は生活手段商品に変わり， 自分のものとして

残された狭義の生活過程が進行する。とはいっ

ても，かれの労働の過程が他人の支配下に入っ

たのである。労働力商品は支配被支配関係を内

包している。

こうした関係を念頭におきながら，人はしば

しばそのことを，労働力として存在することに

よってのみ労働者=人間としての存在が許され

る(隅谷三喜男教授)， であるとか， そこでは

人聞が単なる労働力として扱われる，であると

か表現する。その意味するところは，労働力が

何らかの理由で他人の支配下に入り，往々畜力

以下の扱いを受けること，労働以外の分野での

人間的諸活動が抑圧されること，労働力として

の自由な発展が妨げられること，などにたいす

る本能的反発である。だが，問題は，人聞が労

働力であることにあるのではない。問題は労働

力の社会的形態規定にあるのであり，この場合

には，労働力が商品であることの問題なのであ

る。労働，労働力，労働者の三つの単語は互い

に内包しあっており，あるいはほとんど同値で

あって，相違は表現しようとする局面である。

労働力は，生産のもろもろの歴史的形態規定

のいかんにかかわらず，労働対象および労働手

段とならんで，生産の一契機であり，なかでも

能動的・主導的契機である。労働力商品は，そ

うした労働力を質料的内容とし，付加された商

品性を歴史的社会的形態規定とするものであ

る。換言すれば，労働力商品は，労働力に商品

性とL、う形態規定の付加されたものである。労

働力と商品規定との関係は，社会的生産が生産

力と生産関係の二側面に分析されうることの特

殊的現れである。

労働力が生産力の能動的要素であるとはいっ

ても，その本質が何の条件もなしに顕われるわ

けではない。生産力の発展の低い水準のもとに

あっては，支配的契機は自然そのものである労

働対象であって，そこでは人間もしばしば労働

対象とみなされる。他種族の人間，場合によっ

ては同種族内のものさえ，いかに神秘的習俗を

ともなっているとはいえ， しばしば食物として

捕獲され，あるいは害獣として抹殺される。生

産力の水準がある程度たかまり，剰余労働の可

能性が出てくると，人間は労働対象よりは労働

手段とみなされるようになる。奴隷はより完全

にものを言うという点で、のみ家畜と区別される

道具であった。労働力が商品になっていること

は，貨幣をもって購買しうるものとして他の諸

商品と同格であることを意味し，労働手段の圧

倒的発展を支配的契機としている資本制社会に

おいては，労働力も労働手段と同格のもの，置

換可能なものと見なされていることを意味す
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る。労働力という言葉は，この段階で人間自身

を意味するよりは人聞にとっての道具のイメー

ジと結び付いていたので、あろう。労働力自身を

ふくむ生産力のより一層の発展は，労働力をや

がて次第にその本来の地位に高め，商品という

歴史的形態規定と照応しないものとすることで

あろう。労働力商品の歴史的展開は，労働力そ

れ自身の発展に照応しあるいは敵対しながら，

商品という歴史的社会的形態規定が発生し発展

し消滅する過程である。

労働力商品を理論的に承認しても，生産力の

一要素としての労働力それ自身と，それに付加

される商品という歴史的社会的形態規定との区

別と統ーを把握しない限り，以後の展開は間違

ってくる。かつて大河内一男教授は， I資本制

経済に於いては労働者は人格者または人間とし

てではなく，資本制的商品として取扱われてき

たという歴史的事実を正視する必要がある。-

労働者を人格者としてではなく W労働力』 と

して扱うということはかく労働者が商品化され

ることの当否とはまったく別個の問題である」

(W社会政策の基本問題，増訂版』昭和19年， 91 

~92頁)とのベて， I労働は商品ではない」 と

いう道義的あるいは政策的宣言に科学的な認識

を対置されようとした。ところが， IW労働力』

として扱う」ことと労働力が「商品化」される

こととが明瞭に区別されなかったため，論理は

やがて「資本に対する労働の『抗争]， W階級闘

争]jは IW労働力』そのものの…機能j， IW労

働力』そのものの属性」である， という不可解

な表現にまで漂着してしまった。

これにたいして氏原正治郎教授は， I労働力

の社会的担当者たる労働者を，商品=労働力と

同一視」した点に大河内教授の基本的誤りがあ

った， とされる(論文「社会政策の社会理論の

ためにj，W日本労働問題研究』所収 25頁)。

氏原教授の功績は，大河内教授の有名な「闘う

労働力」といった概念の混乱を排除して，労働

者とか資本家といった人格的範鴎を再建したこ

とにあるが， しかしここでも， I商品=労働力」

と表現されているものは，大河内教授のいわゆ

る「労働力」と同じく，労働力そのものと労働

力商品の区別を暖昧にした観念で、ある。それは

労働者と賃労働者の区別の未確定に結果してい

る。

同じく隅谷三喜男教授は，大河内教授の概念

の難点を克服すべく「賃労働」範障の確立を提

言された。「賃労働とは特殊な商品としての労

働力と，労働力の生産者であり販売者である労

働者との統一体として把握さるべきものではな

いかj (W日本賃労働史論]， 5頁)， とし、うわけ

である。しかし，隅谷教授の場合，商品として

の労働力は商品であることを自明の前提におい

て，商品としての特殊性に関心が移っていて，

労働力が商品となっていることのそもそもの意

味は主要関心事ではなく，労働力の生産者であ

り販売者であるものとして規定された労働者か

らは，労働力を支出し，かくて現に労働するも

のという本来の語義は消えている。ここには

「商品としての労働力」はあっても労働力と労

働力商品の区別と統ーはなく，そして「労働力

の生産者であり販売者」であるものはあって

も，労働者はいないのである。あるのはせめて

も消費生活者である。

労働力商品の質料的内容についてはひとまず

おいて，つぎに考察を労働力商品の価値に移そ

う。労働力商品の価値は労働力の再生産に必要

な生活手段商品の価値である。さて，一般に商

品の価値は，物的対象物としてのその商品の体

躯のなかに凝固している， ところがここでは，

労働力そのものと必要生活手段商品とは別のも

のである。両者は狭義の生活過程，必要生活手

段商品の消費過程という，必然の連係の糸でつ

ながれており，その過程によって労働力と生活

手段商品とは質料的な物質代謝の関係にあると

はいえ，この二つは別個のものである。必要生

活手段商品の価値はそれの消費とともに消失し

ており，代わって現れるものは価値創造能力を

持った労働力である。労働力はそれ自身のうち

に抽象的人間労働の凝固物たる価値を担うもの
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ではなし、。しかしながら，商品生産社会とは，

商品の生産と交換をつうじてはじめて人々が社

会的連関に組み込まれる社会である。労働力の

再生産過程たる労働者の生活過程は，さしあた

り私的な過程である。交換の世界では， ともあ

れ必要生活手段商品の一定量が置かれると，そ

れは労働力に変わるのである。商品世界では，

したがって，労働力と必要生活手段商品とは，

二重写しになって現れるのである。

こうした特殊性を排除し1"労働力価値とい

う概念は労働力商品に体化され凝結していると

ころの抽象的人間労働として把握」すべきであ

り，労働力の価値が「形成され，量的に確立さ

れるのは生産過程=消費生活の過程においてで

あるJ(下山房雄『日本賃金学説史~， 120-121 

頁， 125頁) と， 商品の一般規定を労働力商品

にも直結しようt とする志向は，しばしば現れ

る。しかし，労働力と必要生活手段商品との関

係を薄め引き離し偶然化し両者の必然的な連

鎖を否定しようとするもう一つの志向を批判す

るのは良いとしても，消費生活過程=生産過程

とするのは危険なアナロジーである。そこでは

最終消費の概念が捨て去られるし，そこから出

発すると， 1"一方のもの一生産手段ーの価値が

労働過程で生産物に移譲されるとすれば，他方

のもの一生活手段ーの価値は，それを消費する

労働力に再現し，労働力の活動によってやはり

生産物に移譲される」という仮象 (W資本論~，

青木文庫版(6)，290頁)に引き込まれることに

なるからである。

一般には，生きた社会的労働がその抽象的人

間労働の側面において商品価値を作り出すと同

時に，その具体的有用的労働の側面が，労働手

段や労働対象としての原料を適切に消費するこ

とによって，それらの価値を新生産物に移転す

るのである。もしそのように，生産手段商品の

生産的消費の論理を必要生活手段の消費に持ち

込み，最終消費を最終ならざるものとすると，

生活手段の消費における生きた具体的有用労働

はどこにあるのであろうか。たとえば食事を自

分の口に持っていく自分の労働なのであろう

か。あるいは，食事を用意する妻や母親やその

他の家事労働なのであろうか。消費されたサー

ヴィスは，購入者の指示のもとに彼の労働力に

対象化するとしても，妻の家事労働は購入した

夫の指示のもとに夫本人の労働力に対象化する

のであるか，それとも実は夫の労働力そのもの

が妻の生産物であり，夫は妻の所有物に過ぎな

いのであるか。推理は展開して，社会的生産の

真の主体としての社会的総労働力，人格的自由

を享受し。っ自己の労働力を商品生産に支出す

る商品生産者たちゃ賃労働者たちの千メージを

決定的に傷付けてしまうことがわかるであろ

う。

あくまでも社会的人間こそが，社会的生産

物を作り出す主体なのである。商品価値は社会

的生産物の規定である。問題が人聞の社会関係

であるのだから，そしてここでの社会関係とは

商品関係なのだから，商品経済の背後の私的関

係を，疑似的にしろ商品関係の水面にとりだし

て， 自分が特殊に自分に支出する労働だとか，

家族が互いに配慮し合う労働だとかを，商品を

作る労働であるかに扱うことは間違いなのであ

る。新古典派経済学の場合でも，明示的に誰も

が言わなし、からと言って，生産要素が誰の所有

の下にあるかを度外視してよいと錯覚すれば，

生産への貢献を大自然のあらゆるものの中に求

め，その結果，生産要素への報酬の大部分を太

陽へ向けて描り投げてやらなくてはならなくな

るようなものである。

さて，一般に商品が現実に恒常的に生産され

交換されるためには，その商品の使用価値が商

品所有者にとっては使用価値の意味を持たない

もの，非使用価値となっており，もつばら商品

価値として意味を持つものになっていなくては

ならなし、。労働力が現実的に恒常的に商品であ

るためには，労働者にとって労働力商品の使用

価値が意味を持たなくなっており，もつばら商

品価値が意味を持つようになっていなくてはな

らなし、。どういう社会的条件でそのようなこと
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が可能であるか。労働者が生産手段から切り離

されることによってそれは可能になる。生産手

段を失った労働者たちは， 自らの労働力を実現

し労働力を生産的に支出することができな

い。したがって， 自分の労働で、生産物を自分の

手にして，それを直接に消費したりそれを商品

として脹売することができない。彼らは， 自分

の下で、実現する条件を失った労働力を商品に転

化させ，その商品の価値を実現するしかない。

価値が実現すれば，彼らの手元には貨幣が入

札それをもって必要消費手段を購入し狭義の

生活過程を進行させることができる。無産者，

プロレタリアート proletariat こそが労働力

商品の恒常的販売者である。

労働力は商品たるべく目的意識的に生産され

たものではない。労働力商品に，資本制的に運

営されている肉牛肥育牧場のイメージを重ねる

わけには行かなし、。しかし，販売すべく社会的

に条件付けられて日々労働力が再生産されてい

るとすれば，やはり労働力商品といってよい。

宇野弘蔵教授は，労働力は「元来」商品として

生産されたものではないし，資本も労働力なる

商品だけは自ら生産することは出来なし、から，

その需給は他の一般商品のようには調節されえ

ない， として，労働力が商品でありうるのは，

資本が相対的過剰人口を創造することにより，

労働力を「いわば間接的に生産する」ことにな

るからである， とされている。相対的過剰人口

の概念の重要さを否定するつもりはないが，そ

うしたところまで理論を上向させるまえに，も

っと基本的なところで労働力商品の概念を確定

しておくことができるしそうすべきであろ

う。

一般に商品流通において，商品が現実に購買

されるのは，貨幣所有者がその商品に彼にとっ

ての使用価値を認めるからである。労働力商品

の購買者の場合はどうか。労働力商品が収入と

交換され，商品の消費費用の一部として利用さ

れる場合(たとえば家事使用人)は，労働力の

支出たる労働の具体的有用的側面が購入の目的

である。具体的有用的労働によって労働力は使

用価値を認められている。もちろんその労働力

の質は抽象的人間労働との関係として現れてく

る労働の生産性と無関係ではないが，少なくと

も表面にはあらわれなし、。現れているのは具体

的有用労働としての差異である。しかし，労働

力商品が資本(貨幣資本)と交換される場合に

は，その使用価値としての労働は，はっきりと

具体的有用的労働と抽象的人間労働の二重性を

持ったものとして評価されている。その労働力

は資本に統合されて，具体的有用労働としては

不変資本価値をしっかりと新生産物の中に移転

し，抽象的人間労働としては十分な量の新しい

価値生産物(付加価値に近い意味)を生み出さ

なくてはならない。

労働力商品概念と商品生産一般の概念とが両

立するためには， とりあえず労働力商品の購入

者が，商品として購入したその労働力を商品生

産にむけて支出すればよかったが，そういう役

割を果たす資本は，新しい価値生産物から既に

支払うことを約した労働力の価値を差し引し、た

のこりとしての剰余価値を目的にすることにな

るから，労働力は剰余価値を生み出す程度に応

じてなかんずく有用なものと認められることに

なるのである。資本にとって労働力商品の使用

価値とは，労働力の剰余価値生産能力である。

かようにして，一般に労働力であるという規定

と，資本によって使用価値を認められた労働力

であるという規定とは必ずしも一致しなし、。そ

れは，使用価値一般と他人のための使用価値と

商品のー属性として存在しえている使用価値と

が，必ずしも同じでないことに通じているので

あって，あえて否定することはない。 とはい

え，商品のー属性としての使用価値たりえてい

ない(日常用語で「商品価値がないJ) からと

いって，あらゆる意味で使用価値ではないと断

罪できないことをも想起しておくことが必要で、

ある。

労働力商品が社会的に確立し，その使用価値

としての労働力のありかたが社会的に確立する
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と，労働力商品になれないような労働力は，そ

もそも労働力ではないのだ， といった考えかた

が発生する。労働力の購買者にとって， 自分に

とって使用価値でない労働力は無である。賃労

働者たちは， 自己の生活過程の中で労働力を再

生産するとき，その労働力が商品となりうるよ

うに，商品価値を実現しやすいようにと考え

ながら生活を設計しつつ，そうした考えの定着

を助ける。

マグロ経済学の「労働力(1aborforce) jは，

社会的総労働力，その社会の生産活動に従事し

ている労働力軍の意味なのだから，可能的生産

要素としての労働力の総てを含むものではな

い。しかし労働力 (Arbeitskraft)との区別

のつきにくい表現をとっているので，商品とな

りあるいはそれに準ずるものとなっている労働

力とそれ以外の労働力との区別の観点を暖昧に

しやすい。そこでは人聞が自己の心身において

持つ労働への精神的・肉体的能力の総計が労働

力なのではなく，商品を生産するために支出さ

れているか，あるいはそれ自身商品として市場

にあるときにのみ労働力は「労働力」に参加し

ているのであり，それ以外の場合は「非労働力」

なのである。ソ連の経済学が労働資源といった

ときでも，そこでの労働資源は社会の労働力の

集計，個々の労働力がその要素であるような合

計ではなくて， ソ連なりの社会的規定のもとで

労働力として扱いうるもののみが集計されてい

るのである。

氏原正治郎教授は次のように整理された。

「人口のすべてが労働力であるわけではない。

いま，資本家的生産があらゆる産業分野で支配

的であると想定してみても，少なくとも次のも

のは労働力ではない人口である。 (1)保育，養

育，教育を必要とする児童，生徒，学生など，

(2)病人，身体障害者などで，労働能力を欠いて

いるか，労働能力があっても適当な職業機会の

ないもの， (3)家庭の主婦で、家事にたずさわって

おり，収入のために働く条件がなし、か意志のな

いもの， • (4)老齢になって労働能力が失われまた

は減退して，収入のために働く条件がないか意

志のないもの，などであるj (1資本蓄積と労働

市場j，Ii講座日本の労働経清1， 日本の労働市

場~， 日本評論社， 1967年， 5頁)と。ここには

周到に「商品=労働力市場」のみを問題にして

いるのだ，との付言もあるし， 1労働力」と「労

働能力」とが意味慎重に使い分けられている。

だが，積極的に労働力 laborforce と区別し

て， もともと労働力 Arbeitskraft と同義で

あった労働能力 Argeitsvermogenに新しし、

定義をあたえているかといえばそうではなく，

労働能力はあっても職業機会や働く条件のない

ものを，こともなげに労働力から除外してしま

うところに，労働力商品の購買者寄りの教授の

論理を見いださないわけには行かない。

小池和男教授はさらに一歩前進された。「労

働力は，同時に抽象的人間労働の担い手でなけ

ればならなし、。価値を生み出さなければならな

い。それはおのおのの具体的有用労働を，それ

ぞれに特有な『社会的に平均的な』強度で持続

できなければならない。たとえば，それはたん

に旋盤を運転できる能力をいうのではない。旋

盤を一定の標準能率で一定時間にわたり運転し

うる能力を意味する。さもなければ，第一の特

性(抽象的人間労働の担い手)を失い労働力た

りえなくなるからj(Ií日本の賃金交渉~， 16頁)。

ここには，平均的分量以上の剰余価値産出能力

をもたないものはそもそも労働力ではないとい

う論理が認められるであろう。

同種の論理はしばしば認められるものであ

る。労働力が支配的に労働力商品になってい

て，商品として販売された時以外には，めった

に労働力を実現する機会に恵まれないのが，資

本制的生産の社会であれば，当然でもあろう。

しかも，労働力購買者の要求の基礎には， どん

な社会の場合にも多かれ少なかれ要求される生

産力の社会的標準，労働力そのものの質や利用

度ばかりではなく，希少な他の生産手段の社会

的利用の面からも要求される標準が反映もして

いるのであるから，ますます当然である。とは
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いいながら，もし，労働力商品になりえなかっ

たものに労働力一般の定在さえ認めなかったと

するならば，まず，老人や障害者たちが弱小と

は言いながら自分に残された労働力を活用し

て，人間的尊厳を護れる暮らしを求めること

の，可能性すら否定することになるであろう。

子供たちの養育・教育を社会的労働と切り離す

ことによって，出来損ないのエリートと怠惰な

ルンペン・プロレタリアートを量産することに

なってしまうであろう。市場で実現しなかった

社会的労働は，実はさかのぼって社会的労働で

はなかったのだ， という論理で資本制生産の矛

盾を覆い隠す論理と同様に，働く能力を持つも

のに働く条件や機会を与ええないでいる社会の

矛盾は，そもそも労働力ではなかったのだか

ら， という論理によって隠蔽され，免罪され，

改善の必要な問題すら消去されてしまうであろ

う。

労働力商品の特殊性をこのような視点から吟

味して来ると，労働力商品の使用価値は，人間

存在の正常な生命活動の基本部分たる労働を内

包しており，労働力商品の価値は，これまた人

間存在の生命活動の残りの部分，狭義の生活過

程を内包していることが，あらためて議認出来

る。労働力商品は単に商品の一つであるにとど

まらない。それは人類の歴史的一社会を内包し

ているのである。こうした労働力商品の歴史的

必然性，あるいはそれが長期的に存続している

ことの合理性はどこにあるのであろうか。

労働力が商品という形態をとることの合理性

はつぎのような事情に認められるであろう。第

一に，労働力が労働者本人の下で支出されるよ

りも，労働力を商品として自由に選び買い求め

る者の下で支出される方が，はるかに能率的

に，高い生産性をもったものとして支出される

ことである。購買者たる資本家によって指揮さ

れ，資本制的に組織された協業と分業に組み込

まれることによってはじめて，労働力はその時

代の社会的生産の水準に到達し得る， というよ

うな事情である。こうした条件は，一度確定し

たら以後は安定という訳には行かない。生産の

繰り返しの中で，絶えざる再設定がおこなわれ

るのである。労働者が生産手段から切り放され

ているという条件は，社会的に意味のある生産

手段の集積の水準が絶えず高められるという形

でも，絶えず再設定されるのである。こうした

条件の満たされる限り，労働力を商品とするこ

とは購買者のみならず労働者本人によっても利

益である。

第二に，労働力商品の価値が労働者の手の中

に実現することによって，必要生活手段の利用

の能率が高まることである。古代的，あるいは

中世的支配階級に従属した労働者たちは，支給

される必要生活手段の利用において節倹とはい

えなかった。労働力商品を販売する労働者たち

は， 自己の手に実現する貨幣をもって¥，、かに

その額においては些少なものであっても，生活

手段を自由に選び買い求め自分のものとして慎

重に消費することによって，利用度を高めるか

らである。こうした条件の満たされる限り，労

働力商品は労働者のみならず対価の支払い者に

とっても利益である。労働力商品は， この二つ

の条件を満たしている限りは，人類社会が豊か

なものとして発展して行くのに必要な，労働者

の勤勉と節倹をともどもに保証するのであり，

人類史からみて合理的なのである。

IV 

労働力商品が取引されている状態についての

機能的分析の手段は， もっとも抽象度の高い次

元についていえば， 労働経済学の提供している

労働市場分析である。需要と供給のあいまみえ

る場が市場と設定され，需要側と供給側のそれ

ぞれに，独自の関数が想定される。これらの関

数のありかたがそれぞれの質を規定している。

需要と供給のいずれの側L 相手の申し出をそ

れぞれ自分の関数をもとに評価しつつ自分の側

の出方を決める。均衡点が求められ，そこでは

有効な需要と有効な供給とが一致して取引量と
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価格とが同時に決定される。この条件について

は， 労働力商品もその他の一般商品も何も変わ

ることはない。

ただ， ここまでの話は余りにも一般的であっ

て， そのことによっては社会的生産のなにごと

もまだ見えてはこない。労働供給を取ってみれ

ば，産業の大きな全体に何の影響力をも持ちえ

なし、小さな個別の企業にとっての労働供給と，

産業次元の需要者たちにとっての労働供給と

は，異なった関数で、あるし，産業次元であって

も， し、くつかの産業が並立している状態のもと

での供給関数と，近代的産業を膨大な全近代的

な住民軍が取り巻いているような状態におけ

る，産業にとっての供給関数とは異なる。供給

側から観察しでも，個々人の供給関数とある産

業の労働者たちの全体の供給関数は異なるし，

個人の労働供給と家計を共にする世帯の労働供

給は関数が異なるであろう。需要と供給に何を

とるか， どこにそのモデ、/レを適用するかは， こ

の分析枠の利用者が任意に決めるべきことなの

である O

分析枠そのものを一般的に吟味すれば，市場

のモデルには，需要と供給とは相互に独立して

いて，それぞれの選好， それぞれの関数は互い

に相手から影響を受けないこと，供給側と需要

側がそれぞれに複数の経済主体の集計となって

いる場合にも，個々の主体の選好，関数は互い

に独立であって，全体からの影響を受けないこ

とが，含意されている。この特徴は，個々人の

自由な意志決定を尊重しその決定のありよう

に他からの価値評価を持ち込むことを出来るだ

け避けようとする近代社会の特徴，理由はどう

でもよいのであって，実際に誰から強制される

ではなく商品の売買をしたことのみが大切なの

であるという，商品社会の関係を反映してい

る。しかし実際の社会においては，全体からの，

あるいは相手からの影響を度外視できる範囲は

小さいであろう。

需要供給一般の市場モデルを，商品生産社会

全般の一般均衡が達成されている状態の中の基

本的要素あるいは平均的部分， として考察して

みよう。その場合には，ある使用価値の需要と

供給とが一致している点， あるいは二つの違っ

た使用価値の交換比率と交換される量を示して

いる点は，実在の点の反映と見ることが出来

る。点、の周囲の平面に働いている力は，交換の

両当事者にとって，特定の使用価値に対する限

界効用の逓減を写し出して，需要から見れば右

下がりであり，供給について見れば右上がりで

ある O 点の周辺に広がる場のそのような特性

は，買い手から見た自分自身と売り手の予想さ

れる行動， 売り手から見た自分自身と買い手の

予想される行動からいって，体験的基礎をもっ

ていると言って良い。しかし，その均衛点が何

故そこにあるかを問えば， 個々の買い手や個々

の売り手の，相互に独立した，社会全体から何

の影響も受けない効用関数にではなく，社会全

体に， その社会の利用し得る「労働力J (社会

的総労働力軍とその労働力支出) と，その社会

が必要としているもろもろの使用価値産出の適

切なパランスに，求められるべきであろう。点、

の周辺に働いている力を関数表現することは，

理論的に可能で、あり，関数を曲線として図形的

に説明することはもちろん可能であるが，現実

に曲線が平面上に存在する範聞は， おそらく極

めて限られていることであろう。

同様の観点から，労働力商品が売買されてい

る市場を考えて見る。労働市場の成り立ってい

る社会全体を考える。特定の質を持った労働力

の市場を， それを取り巻く社会的総労働力軍の

状態を動かないものとしたり， あるいは任意と

おいたりして見るのではなく，職業と移転の白

血採用と解雇の自由，応募と離職の自由を基

本とした社会で，様々な質を持った労働力の売

買に一般均衡が成立している状態の基本要素あ

るいは平均的部分を示しているものとして， 労

働市場モデルを考えてみよう。需要供給の一致

した均衡点は， 実在の反映として解釈出来る。

点の周辺に右下がりの需要曲線に表示される力

と，右上がりの供給曲線に表示される力が働い



16 (382) 経済繁務究 39-3 

ていることには，体験的基礎がある。労働力の

り手自身が内心を藤みても労働力の翼し

り手の行動セ予測してもき 点のお仮uの供給線

は上がるし，労働力の買い手が内心~顧みても

労欝カの売り手が繋い手の行動を予澱しでも，

点の右側の害要線は下がる。

点の湾設にそのような力が議いていることは

争えないとしても， その関数は点の近傍でかづ

特恕の時期についてのみ安定なの勺あり， した

がって経験的デ…タをもってその力の特性を実

証することは， じつは密難であることが知られ

ている。供給由畿について替えば， 1934年の有

名な P.証 Douglasの研究は，製造業男子の

と性別年齢盟労織力率を41都市ごとに

クP スセグシ器ン分析すれば，成年努子につい

ては資金と労機供給に相関はなく，少年少女の

場合に強い弾力性が認められるが， その相関は

つまり右下がりであるととな示した。1962年

のT.A. Fineganの研究においても，アメリカ

の323鞍業についての収入と労働時間のグロス

セグジ君ン分析の結果， 魚の相関が議、ぬられ，

つまりここでも賞金と労働供給は右下がり曲線

の関係を議したのである。であるから，

な労{動市場てど指示するよそデルは W.S. Woytin-

skiの追加労檎者説であったり工 Robinsonの

職苦笑機会設であったり， J.話.Keynesの費傘

下方言受麗型曲線や玄 Samuelsonの後方変転

謹曲線であったりしているのであるc

需要曲線についても同じことが言える o R. 

A. Lesterがアメ担カ合衆菌の南部諸州の58

、て企業行欝調殺害ピ行い，

しているのは賃金水準よりは

であってき雇用は援金がもっとも上昇した企業

で上昇したと，下がり需要曲線に疑義てど話し

て， F. Machlup 

るのは，線上の代替あるいは移動

ーヴ)ではなく線の議移(シフけだと反

論したことが有名である。

が固定していて， その上の相応する

るよりは， ひんぱんに線自身の議移が起こるの

が現実なのであろう O

体験的なものと経験的なものとを， ともども

おきつつ理論が求められなくてはなら

ない。労働供給の場合には，労勢市場全体の単

純な要素，平均的構成員としての，賃金労働者

の生活を建設えるところから出発する。ここで

は，諸使湾鑓{露間への資源の最議盤分を考える

路に利用されている無差別訟嬢を応用する，辻

村江太郎教授の研究が参考になる。使用額謹に

は必需品と非必苦言品があるο 必需品の撃がある

最低限度を議り込んだ場合には， それの限界効

F誌とか操界代替率をいうことは無意味になる。

といっても，それを更にこまかく，たと

えば米と麦というように分けて対穫すれば， 代

替爵係はいえようが，それら宏食品とくくれ

ば，最{低限度は明らかにあらわれる。労{動力の

場合， 代事蓄積採にあるのは生活字設と余暇の時

隅であり，具体的に必袈な栄養と必要な睦慰安

り出ぜば一際瞭然のように， それぞれに最低

限度があり，'ls.方がそれを越えている領域に，

無差斜訟隷群が分布している。労働供給には代

替効呆と所得効果が拶鱗に撒く。

より単純な労爵供給曲線、の考え方において

も，遠宮その右上がり出?惑は， る右上がり

ではなく，ニ次数分の部数がプラスであるよう

な曲線として作競されていることが多い。この

ことの無意識的背後には， 努撤供給の絶対震の

よ援の存在， 賃金薬事の下援の存在がある

られる。ここのことを意識化したのが上述の無態

別納線の考え方であり， ここから出発すれば，

ケインズ的な賃金の下方護蘇の発生やサミュ Z

ルソンらのいう後方反転の発生は， 会議的理解

の根拠を得るのであるα それぞれに最低の水準

にまで庄し下げられると絡互に代稼出来なくな

るご二つの要繁札 労鶴カ商品の使舟鑓鑑とそれ

の実現の最大数， および労i動力の錨{艇とその最

小!患の模擬tを見ることが出来る。つまり労覇市

場における需要供給分析の根拠に労鶴力商品の

概念をおくことが出来る L， さらに労働力硲品

の機念はこのような人間の設会生鴻のにかんす
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る選択の理論に基礎付けを求めることが出来る

のである。

アダム eスミス以前の経済学が考えていた賃

金額と労檎量は，生活必覆品の最小限と余畷の

最小患とに結び封いており，それ安越える

額の上昇は議ちに労働供給曲緩を後方に反転さ

せると考えられていた。髭紫の斜面で見た狭義

の生活水準の上昇の効用は， 当時の労欝j者にと

って無規出来るように小さく，他人の下での労

役の不効用は， 当時の労{勤者にとって大変に大

ったということであろう。プダム・スミス

以後は，こつの要素が共々に限界畿をこえた領

域に，代替註のある領域がひらけた。労働支出

の増大と狭義の生活の豊かさとが平行する時代

が確立するo 狭" の労働市場は， こうい

う条件のあるときに安定であるo 最近になって

関された労働供給の後方反転は，

になってかいまみえてきた代替関係の変イとであ

る。能人の下での労働の追加分の不効用の急速

な逓増ふ市場で手に入れる獄貿やサーヴィス

の追加分の効用の急速な逓減である。

労働経済学約な分析枠な労鶴カ務品の分析に

上向させるときには，社会的生産一般に適用可

謡な欝喪供給分析，代替関体分析ι 無護軍の

法則が作用する本来の市場の分析とをむま別しな

くてはならない。そして，無幾別歯棋を応用し

て考察する際に，一方には，一般的に労識と

暇の関係ではなし他人の下に引き渡した労働

力の支出と自分の下に残した生活時間との関係

を，抱ガには，一般的に生活字段黙とサーヴィ

Fえをではなく， じて手に入れる

段商品とサーヴィス 、て しなくてはな

らない。労働力を購入する併!の変fじがあれば，

他人の下における労働の意味も変化し，商品市

場の鋭の変化があれば，社会的労動と

や鍾味としての労磁の関係も変化するであろ

う。代替関係に霊くべきそれら滞積詣身の酸史

的変誌を岳覚的に操作しなくてはならないであ

ろう O

V 

労働力蕊品をごく一般的に考えれば， それは

必ずしも賃労働にのみ轄び付いているものでは

ない。端的に繋って，叡隷労働も労檎力商品に

結び付いたものでありうる。古代における商品

流通の一定の発畏のよに， 商品としての叙擦の

市場が展開した。資本観的生産の発畏の初期に

おいても，新大窪アメリカにおける奴隷のよう

に，閉じことが起こったG また担隷は決して物

産号主主撲における労揚力としてのみ利用されたの

ではない一部えば第~玄関牛場において，女はハ

レムにおいて態み物にされたーがl土いえ，奴隷

flJt誌において，財賀会生意する労働力としての

が基幹的地訟を占めたと見るととは，

な惣控ではない。戦闘において諸議となった敗

者が勝者によって奴隷として諮られたか，種族

の長が種族民を叡議として売ったか，つまり労

働力が能人によって宛られようと， あるいは履

されなかった債務の担保として労働者が

自身の自由を税手に引き絞そうと，労織力が商

品になっていることには相奥はない。

しかし担隷は，商品生産の一般的本性に矛

議する。?なわち，商品は私的所有者としての

商品所有者懇五の人格の平等を基礎とするもの

であるが，奴隷は人格の不平等を基礎としてい

る。織品流通の一定の発援は奴隷の磁品化を発

生させるが， 商品生産の普逓化はま又隷の存在を

許容しないのである。また，奴隷は資本のー毅

的ヌド性とも矛属している。「叡隷の代掘として

支払われた鯨格比奴隷から打ち出ざるべき剰

余側鎖または利潤を先取りし，資本化したもの

に外ならない。だが奴隷の購入に支払われた資

本は， 利潤，剰余綴{複を採取するための資本に

は属さない。逆である。それは担隷所有者が譲

した資本であり，設が現実的生産で自由

らの披設で;らるJ (~資本論ム 青木文

庫版僻， 1139s()。奴隷の儲{震を実現した価格

の中には，奴隷の労働力の日々の再生産宏保韓
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する生活手段の価値は含まれてはいないので，

奴隷を購入したものはこれを生かすべき生活手

段を以後支出し続けなければならなし、からであ

る。土地の購入と同じく，奴隷の購入は資本か

らの控除である。

商品生産および資本の一般的本性と矛盾しな

い労働力商品はどのような形態をとることで可

能になるか。次のようにである。労働者の立場

から見ると r私の特別な， 肉体上および精

神上のもろもろの可能性について， ・・・時間上制

限された使用を他人に譲渡することが出来る。

なぜなら， この制限にしたがって， それらは私

の総体性と普遍性にたいする一つの外面的な関

係を与えられるからであるJ(へーゲノレ『法の

哲学11， 中央公論社版， 267頁)。労働者は「い

つでも自分の労働力を自分の所有物として， し

たがってまた自分自身の商品として取扱わなけ

ればならぬ。そして彼がそれを為しうるのは，

ただ，彼が労働力をば， その購買者をして常に

ただ一時的にのみ・一定の期限付きでのみ・自

由にさせ，消費させ， かくして労働力を譲渡す

ることによっては労働力に対する自分の所有権

を放棄しないという， その限りにおいてのみで

あるJ(~資本論11 ， 青木文庫版(2)，3Hi頁)。労

働力商品の販売者は自分自身で自らの労働力を

のみ， かっその時聞を制限された使用をのみ譲

渡する。商品所有者としての彼の人格は維持さ

れる。労働力商品を販売して実現した価値は，

彼の手中にあり，彼は譲渡した時間以外の生活

をその貨幣をもって展開する。残された生活時

間のなかで，彼は労働力再生産の自由な主体で

あり，後は再生産された労働力に対する彼自身

の所有を維持する。

いかに外面的関係にもたらすことができたと

はいえ，しかし譲渡された労働力は他人の支

配下に入札実際に労働者は，生活時間の一定

部分を通じて自分自身を他人の支配下におくの

である。私的所有の自由な主体であるというこ

とと，他人の支配下にある ζ ととは， 本来矛盾

しているのである。購入した労働力を使用する

限りにおいて， 労働力を自己に統合した資本の

側に， 労働者を私的所有の自由な主体として認

め続けなければならない絶対的理由はない。資

本は，だから，一定の条件の下にあっては，た

とえば新大陸における奴隷のように，強制労働

を作り出したのである。商品生産の一般的条件

と矛盾するそうした形態の形成を阻止する力

は，労働者の側の社会的行動である。長期の雇

用契約を忌避し行動で離職の自由を主張し，

対価の貨幣による定期的支払いを求め，狭義の

生活過程の自律と自由を求める行動である。そ

れに対応して購入者の側が，商品生産の一般的

特性の徳を傷付け，物質的待遇でより多い支出

をしてまでも労働力への支配を追求するより

は，採用と解雇の自由を享受して効率的な労働

力利用をこころざすほうを選びとるようになる

のである。社会的形態は社会的均衡の表現でも

ある。

武装した商人同士の平和的交渉としての商品

交換を，安定した社会関係に成熟させるために

は， 何等かの政治権力による市場の保護が必要

である。人身障害，強盗・窃盗，詐欺といった

ことを不法行為として取り締まる統治行為が必

要になる。労働市場についても，特有の法的規

制が現れる。雇用契約における期間に最大限が

設定される。発生しかけた賃労働を， 自由な労

働市場の方向に発展しないように，一般的な制

度としての身分に適応させることが目的だった

時代には，設定されたのは雇用期間の最小限で

あったのと反対で、ある。労働者のものとしての

狭義の生活過程を保証するための基準として，

賃金の本人払い・現金払い・定期払いがうちだ

され，違約金取り立て・前借金制度・強制貯金

などが制限される。通常，賃金保護の規定と称

される。

労働力商品の使用価値としての労働力を実現

するのは，労働過程であり， そこにおける労働

力の支出である。ところで，一般に商品は使用

価値としての実を示すことによって交換される

が， そのときと実際に使用価値が実現する時と
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が時詩的に離れていても，一度購覧表のものと

なった商品が，新しい所有者に反抗することは

ない。買い手はいつでも患いのままに自由に浩

費することが出来る。生爵食糧品と耐久消議棄さ

との違いは，いつでも， という条件におけるな

にがしかの遂を意味するが，それは決して購践

者と薮売者との社会関採の議ではない。ところ

が労働力商品の場合は，労闘力商品の使用師値

が実現され， 労{動力が実質的に欝翼者のそ予に引

き渡されるには，事前に合意された時間内に，

労撃義者本人によって労揚力の支出が行われなく

てはならない。たとえ労働力が商品交換の社会

関保によって購買者の所有になっていたとして

も，労織力の支出は労欝者の人格を嬢介しない

わけには行かない。いつでもというわけにはい

かぬし鋲読者の人格に関係なくというわけに

も行かない。一般の商品の場合は，タこ臨商品だ

とかりース商品だとかの例外はあるとしても，

原則的には，交換が成立し実行された以上は，

もう社会関係は残っていないのであるが，労欝

力衝品の場合は，後期{函檀の奨漉もま

係である。

労{動力商品が貨幣資本と交換されて"，資本か

らただの貨幣になって労働者の手にはいる貨幣

の替わりに労働力自身が資本の一要繁とされ

る場合には，使用価僚としての労働力

度合いは， とりわけ重大な問題となる。すなわ

い手にとって使用制儲としての労働力は，

としての労働がどれだけの価値生産物

〈謹格次元では付加額寵生議性とほぼ筒じ緩念)

合作り出すか， それが労働力にたいして支払わ

れる貨幣'撲に践してどれだけ大きいか，つ3主り

関余{濁{査としてどの翠援の大きさになるか， と

いう基準によって厳しく評価されざるを得ない

からで‘ある。そうして，社会的人間の欲望が交

換僅鐘合鱗介とするようになると， しばしば謀

議がなくなるのでるり，その点では窮余部舗を

倒的にする生産もそうである。

労鋳力高品の使用{面積実現の遇税は，襲翼者

にとってとりわけ欝心の集中する遇殺である。

購賞者の欝心が，この， 既に欝翼者の私的所有

の範留内にあるとはいえ実は社会的人関欝諜で

もある過程で，労揚力商品服売殺の私的所有者

としての自由な人格を3安定する箱形で、貫くなら

ば，この過額は強制普搬に還ずる。しかし逆に，

労働力商品旗持者の告白な人格の保全が，労働

力商品の梗罵僻議実現への労{動力商品購賢者の

関心を否恕する形で繋くならば， これは資本制

主主産の存点の否定であるばかりではなく， 労働

力の有効な科用を条件とする社会能生産の発援

一般の苔定に議ずるであろう G 労働力商品の捷

罵鶴様実現に対する購翼ミ畿の関心と， 払釣摂有

者としての人格の保全に対する労揚力説究者の

関心とが持立するためには，事前の契約が，特

定の兵体的有用労識の一定量の支出にたいし

て，事後院に一定量の貨幣が支払われること，

であるような形態， ある…定の具体的有用労欝

と支払い手段としての貿幣の一短震が向

かい合っている形議参つまり紫労識の形態が必

のである O

…方の項に具体的有湾労働がある理由比

ーに，労働力瀦品売買の側々の島頭では，感性

的存夜であるのは社会的労畿のその側聞に限ら

れるからであり，第ニに，労者効が価値形成能で

あるのは，この場合，労働者が労働する掠りに

おいてではないのであって， それが生産資本の

となって機能しているからで、あ札それ

にとどまらず第三丸労働は労働過識の徳の契

機， つ変り労{数字段と労働対象と費料約に相互

作毘のもとにあるからであって， そうした関係

さと条件付けているのは， 寵接的な労{勤者側では

なく，購巽者の鰯だからである。

地方の項に支払い手段としての貨幣があるの

はき !労{効力の支出の議程における購翼ミ警の護接

的権力行使の必要を出来るだけ小さくす'J.Jj乙め

である。労1動力の支出が労識者側の理由で11綴さき

に持われなかったとすれば， そのことの理由の

一部は購買者鶴が労働力の品質についての目利

きで難があったということマもあろうが， もと

もと購資者のものとして支出される労働力に，
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労働者が十全の関心を持つはずはないし，持つ

権利もないのである。労働力は購買者の意志の

もとに支出される，契約を履行しようとしない

労働者を解雇することを除けば，意志、を押し付

けることにかんして直接的権力行使を避けるた

めには，指示のもとに労働力支出がなされた後

に対価が支払われるとL、う関係が選ばれなくて

はならない。労働過程の進行の中で次第に債務

を負っていくのは， この場合購買者側だから，

労働者の中途離職の行為が雇主に被害を与える

可能性は少なくなる。もちろん，賃労働者が前

貸しした労働力の利用に関する債務を雇主が履

行しないこと(賃金不払い)は起こるが，債権

債務関係であって人身の自由に関係することで

はない。

資本の本源的蓄積過程は，賃労働に即してこ

れをみるならば，労働力商品の確立過程， 労働

力商品の使用価値と価値との分離の過程，すな

わち生産手段から切り離されることによって自

らの労働力を自らのもとで実現する方途を失

い， 労働力を商品化することを余儀なくされた

労働者の成立過程であり，かつ，労働力を入手

に渡しながらもなおその価値を自分自身のもと

に実現し続ける労働者の成立過程である。資本

の本源的蓄積過程を生産者からの生産手段の収

奪と，それによる労働者の窮乏とのみとらえる

ことはできなし、。窮乏は，収奪された生産者を

奴隷，あるいは奴隷的下人とし もしくは農奴

としかえって労働者を生産手段に緊縛してし

まうかもしれなし、。小作人としてふたたび土地

に結び付けるかもしれない。窮乏した労働者が

賃労働者になった場合でさえ， その社会的規定

がし、つも安定しているとは限らな L、。たとえ

ば，雇用期間が長期に亙り， その期間全体にた

いして労働報酬が定められており，期間終了後

になってはじめて，賄いその他の現物給与およ

び折りにふれての小遣いなどを控除した残額が

渡されるごとき関係では， 労働者はしばしば，

かえって債務を遣すことによって以後の自由を

制限された。

契約の自由は，抽象的絶対的な自由ではな

い。契約の自由そのものを売却して自ら不自由

になる自由はない。労働力商品が， したがって

賃労働が支配的になるためには， 労働力の価値

範鴎が確立し，労働者が自らの労働力を商品と

して販売しても，再生産される労働力の自由な

私的所有者としての人格を確保できることが条

件となる。労働力の対価が最低生存費にも及ば

ず， 労働者がやむなく絶えず奴隷的・農奴的従

属にあらたに陥っていくような水準であるとす

れば，労働力価値が確立したとは言えない。労

働者が"、かに徒手空拳であるとはいえ，契約

によって労働力を支出し終わるまでの自分自身

をささえ，前貸しされた労働力商品の価格が支

払われるまでの自分自身をささえ， さらには多

少なりとも労働力の購買者を労働市場でえり好

み出来るように若干の期間の自分自身をささえ

るだけのものを持っていることが必要である。

かりに対価が労働力の価値を下回ることによっ

てかえって債務を遣し， それがもとで雇主に緊

縛されかけても， これを不法として自らの労働

力の自由な処分権を護る労働者が存在しなくて

はならない。労働力商品の完成は自由な賃労働

の完成である。

賃労働は，商品と同様に，永い歴史を背景に

した形成物である。日本の農業の歴史を紐解く

と，家父長制大家族の支配的時代には，奴隷的

従属の下にある譜代下人という労働者がいた。

この時代に労働力が商品化するのは，直接的な

人身売買か， あるいは人身の質入れの結果とし

ての質奉公人であって，債務返済不履行で質流

れした場合は後者も共々に奴隷的下人に結果し

たのである。家族の規模のより小さい小農民が

成立し，小農民相互の独立性が増すや，労働に

対する支払いも生まれてくる。前借金を伴い契

約は長期であっても年季奉公人には賃労働の萌

芽があるし，居消質奉公人の場合は単なる質奉

公人の場合と異なり，労働に対する対価の観念

がある。しかし，相互に同格で社会の範囲が小

さいときは rゆい」のように共同体関係に包
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摂されたであろう。職業の自由の制限されてい

る社会では，社会的分業は絶えず身分に骨化さ

れるから，賃労働自身も身分に同化される。商

品生産の一層の発展が，前借金を伴う長期の年

季奉公人から，前借金の伴わない短期の奉公人

へ， さらにはその一部の日割り奉公人への移行

をもたらす。「経済外的強制」の必要性は漸次

克服され， 労働にたいする支払いそのものが労

働力の支出を保証するようになる。賃労働者

は，労働力支出の具体的有用的形態， 相手方た

る雇主および労働の地域いかんについて無関心

の度を加え， 雇主は労働力支出の場面以外の賃

労働者の生活への不介入の度を加える。労働力

は商品になり， その価値は必要生活手段商品の

価値に規定されるものとなる。最後に，労働力

商品を購入することによって剰余価値生産をお

こなう資本が生産を支配するにいたるや， 自由

な賃労働は社会的労働の支配的形態として確定

する。

賃労働の法的形式である雇用契約の発展は，

賃労働自体の発展に照応している。ローマ法の

雇用(1ocatioconductio operarum) は物の

賃貸借から類推され，本来，奴隷の賃貸借であ

ったという。自由な公民が報酬を受けて労務の

給付を為すのは恥辱とされていたから， 自由人

の雇用を特に規定したものはなく，奴隷の賃貸

借の形式が適用された。ゲルマン法には，私的

契約を身分に結果させる忠勤契約 (derTreu・

dienstvertrag)があった。主人 (derHerr) 

は保護と扶養を，従者 (derDiener)は奉仕を

双務的に義務付けられるものである。そしてこ

こでは雇用は忠勤契約を援用された。しかし次

第に身分関係が緩み，労務給付の債権化，反対報

酬の物権化がすすんだ。その結果，有償的債務

契約としての僕稗契約 (derGesindevertrag) 

が生まれた。この形式での雇用は，公的身分制

度からは自由であったが， 家族法的身分関係が

援用されていた。同種のものが，イギリスにお

いては主従関係としてあった (masterand 

servant)としてあった。従者は， 家事使用人

(domestics) ， 徒弟 (appreritices):，1 労務者

(1abourers) の三種に区別されでいた。それ l 

に対L.，近代民法的雇用は，単純に，労務に対

する報酬の支払いをもって雇用とした。当事者

は対等と規定され，契約内容は当事者の任意に

まかされる。ただし雇用契約の期間の最大限

は制限され，解約の自由な期間の定めなき雇

用を標準とする。近代民法の規定は，職業・居

住・移転の自由とともに， 自由な賃労働を保証

するものである。賃金保護に関する追加的規定

は先に触れたとおりである。

森建資助教授が，主従法を詳しく研究された

が， これを雇用関係法と訳し，形成途上の雇用

関係内の支配服従関係を，むしろ雇用の典型と

想定されたり，当時の主従関係の理念が奴隷を

も包括していたことから，奴隷と近代的賃労働

者の共通性に注目し，事実としての自由な賃労

働関係の形成よりは，理念としての自由な労働

の方を重視されていたり (W雇用関係の生成』

木鐸社， 1989)するところは，賛成出来ない。

労働力商品が普遍化し， その必然的形態であ

る賃労働が労働の社会的形態として支配的なも

のになると， こんどは労働の形態としての賃労

働が絶対的なものになり，労働力商品でないも

のも賃労働の形態をとるようになる。商品とし

ての生産物の生産が支配的となるや，商品以外

のものも， あるいはさらに生産物とは言えない

ものまでもが商品形態をとるようになるのと同

じである。利潤のー形態である企業者利得は重

役給与となって，重役の労務に対する対価の形

態をとり，資本家の活動さえ投資活動という労

働にもとづく賃労働の形態をとる。「あらゆる

自由職業Ji娼婦から国王まで」が直接に賃金

労働者に転化し， iかれらの活動の価格は一賃

労働の価格を規制する法則に従うようになる」

(マルクス『直接的生産過程の諸結果』大月版

選集，第 9巻， 444頁)。つまり，労働力を再生

産するに必要な生活手段商品の価値がさまざま

な活動の価格を規制するようになる。

この現象は，生産手段の所有にもとづく資本



22 :(388) 経済学研究 39-3 

家と賃労働者の区別を覆い隠す仮象であると同

時に，賃労働者が経営者であり投資家でもあり

うる社会関係を予告するものであるo 新古典派

の経済学は，所得の第一次的分配を徹底的に機

能的に説明する。労働以外の諸資源を提供する

ものを， 同じ労働市場から労働者や経営者を募

集する企業と考えて，会社資本主義を構想する

と，そうしたイメージにちかづく。しかしまた，

他方では， 賃労働者の内部の諸階層の分化を刺

激し，生産手段への支配力の差から結果してい

る生活の差を，様々な活動の価格の差の原因に

おきかえてしまう。その点では，中世の正価論

に類似する。商品経済に浸透されつつあった中

世の共同体では，様々な職業の人々がその産出

物に費やす労働量は， その社会の人々の眼前に

あらわであった。しかし，古代の奴隷のように

差別され家畜扱いはされなかったとしても，平

等な抽象的人間労働として評価されたわけで‘も

なかった。身分に応じた生活の必要が，異種の

労働の社会的評価の係数となったのである(高

橋誠一郎『経済学前史~，改造社版経済学全集，

401頁)。この関係は，様々な労働の社会的格付

けの基準を打ち出した現存社会主義の国家的賃

率表にも，一部再現したと思われる。


