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はしがき 
 

タイトルにある「地代論と価値論の止揚」の「止揚」とは、「あるものを、

そのものとしては否定するが、それを契機として保存し、より高い段階で生

かすこと」の意である。ドイツの哲学者ヘーゲルが弁証法の中で提唱した根

本概念である。ドイツ語でアウフヘーベン(aufheben)という。マルクスもヘー

ゲルの弁証法的思考方法を受け継ぎ、経済学を発展させ、その基礎を築いた。

マルクス経済学は近代経済学と共に今なお経済学の二大潮流の一方にある。 

しかし、問題も今なお多い。マルクスは経済学の根幹である労働価値論を

強固にしたものの、不備な点を多々残しているからである。そのため、後世

のマルクス経済学者の間で、種々の論争を巻き起こすこととなった。価値論

論争だけではなく、地代論論争もその好例である。 

筆者の専門は畜産経営学であるが、経営学の根底には経済学があり、筆者

はマルクス経済学に依拠している。かつて、大学院生時代に山村調査へ行っ

たとき(1970 年頃)、山林原野の土地利用をめぐって農家が悩んでいるのに遭

遇した。そこへ植林して林地にする方が有利か、草地にして牛を飼う方が有

利かという悩みである(現在では安い輸入外材の増加により国内の林木の価

値は激減し、このような問題は消滅している)。その解を得るため、当時の私

は人工造林(育成林業)と草地畜産の土地純収益性の比較検討を試みることに

した。そこで、林業経営学の本や石渡貞雄著「林業地代論」等を読んだとき、

絶対地代論が破綻していることに気づいて驚いた。育成林業は資本の回転が

極端に遅い(植林して成林になるまで西日本の杉・松林でも 30～40 年はかか

る)ため、育成林業による木材の生産価格はその価値をはるかに超える。した

がって、絶対地代の成立根拠の一つとなる「農産物(林産物を含む)の生産価

格を超える価値との差額」の存在を、林業部門(育成林業)では見出すことが

出来なかったからである。マルクスは農業資本の有機的構成の低位性からそ

の存在を見出し、絶対地代の成立根拠の一つ(他の一つは「土地所有の独占」

の存在)とした。そのとき、資本の回転を捨象していた。一般的には農業資本

の回転は工業資本に比べて遅いとはいえ、育成林業のように極端に遅くはな

かったため、資本の回転を捨象しても問題が顕在化することはなかったので

ある。 
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その絶対地代論の破綻要因はマルクスの価値論の不備からくるものであっ

た。差額地代の「虚偽の社会的価値」をめぐる論争も同様である。それまで

私にとって無味乾燥であった資本論や剰余価値学説史等を興味津々と読むこ

とが出来るようになったのは、そのことが契機となった。 

私の大学院生時代の恩師(岩片磯雄教授)は農業経営研究者であった。恩師

は私に次のような忠告をして下さった。「農業経営研究を行うためには、その

土台となる経済学に関しては、そのとき正当とされる考え方を受け入れ、そ

の上に立って自分の分野の研究をすることが望ましい」と。しかし、私にと

っては当時「正当とされる経済学」に疑問をもった以上、遠回りをしても自

分で納得のいく土台(経済学)を築いて、その上で農業経営研究や畜産経営研

究を行う道を選んだ。 

とはいえ、大学を出た後の就職先は畜産経営研究関係(農林水産省の旧草地

試験場)であったため、勤務時間終了後、自宅で地代論研究を行った。その成

果の一部分を35年ほど前、某学会へ投稿したところ、たまたま同学会の編集

委員であった知り合いの先輩から呼び出され、「君の考え方は今の時代には受

け入れられない、まだ30年は早いよ」と親切な忠告を受けた。その先輩も今

は他界した。そのときの研究成果の大部分は私の机の引き出しの中に久しく

眠っていた。一部はその後、岐阜大学の地域科学部に在職中、研究報告とし

て公表した 1) ，2) ，3)。幸い、同研究報告の編集委員会にはレフリー制がなかっ

たため、今の時代にはまだ一般的には受け入れられないであろう私の考えを

公表することが出来たのである。このような研究報告の存在に希少価値を感

じ、且つ感謝したものである。 

 

注1) 小栗克之著「所有地代の形成―新しい絶対地代の確立―」岐阜大

学地域科学部研究報告、第 10 号、2002 年、9～18 頁。当論文の

内容を本書の第3～4章、及び第6章第2節に活用。 

注2) 小栗克之著「差額地代の価値源泉とその価値実現過程」岐阜大学

地域科学部研究報告、第18号、2006年、133～144頁。当論文を

本書の第1章に活用。 

注3) 小栗克之・平児慎太郎・成 耆政著「農業技術進歩の経済的評価

―米生産費の動向分析を通して―」岐阜大学地域科学部研究報告、
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第20号、2007年、185～192頁。当論文を本書の第11章に転載(一

部変更)。 

 

今回、 終となる職場(東京農業大学)を引退するに際して、机の中に久し

く眠っていた論文を中心に、今まで私の研究の土台となっていた「地代論及

び価値論」の考え方を本書にまとめて公表することとした。本書がマルクス

経済学徒の今後の研究の一助になれば幸いである。 

 

本書の構成について、以下概略を述べる。本書は2編からなる。第Ⅰ編は

「地代論」、第Ⅱ編は「価値論」である。 

第Ⅰ編の「地代論」は、第1～6章で構成されている。 初の1～2章で差

額地代の問題を検討し、次の3～4章で絶対地代の問題を検討している。第5

章では両地代を含めた諸地代の算定方式を検討し、 後の第6章では地代の

価値源泉をめぐる諸学説の系譜をたどりながら、マルクスの考えがどのよう

に形成され、以後どのように継承発展されたのか、あるいは問題を残したの

かを検討した。 

第Ⅱ編の「価値論」は、第7～11章で構成されている。 初の7～8章では

第Ⅰ編で明らかにした価値規定(価値実体、価値の量的規定、価値と価格の関

係)の整理(第 7 章)と確認(第 8 章)である。次の 9～10 章は、価値と価格の関

係の実態分析を行った。すなわち、剰余価値率や利潤率の動向を、ここ40～

50年の日本経済の統計データから分析した。それは主に第9章で行い、第10

章はその補足説明である。 後の第11章では、労働価値論による経済の実態

(動向)分析を、日本農業の代表的部門である稲作を事例に取り上げて行った

ものである。 

第Ⅰ編の構成内容については、その編の「序章 緒論」の中で詳述してい

るが、第Ⅱ編ではとくにそのような説明を行っていない。そこで第Ⅱ編の構

成内容に焦点を当てて、ここで補足説明をする。第Ⅱ編「価値論」の 初の

章である第7章「価値実体と市場価値」では、価値実体と市場価値の基本概

念及び両者の関係について整理している。その内容は第Ⅰ編で明らかにした

点に依拠している。第Ⅰ編の差額地代や絶対地代の価値源泉をめぐる問題は

価値法則をどのようにとらえるか、ということに深く関わっているため、第
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Ⅰ編でその点を検討し、価値実体や市場価値の不明瞭な点(混乱を招いている

点)を明らかにしている。その上で、両地代の価値源泉やその実現過程、さら

には地代算定方式を明らかにした。したがって、第Ⅱ編「価値論」では、第

Ⅰ編で明らかにした価値のとらえ方を 初の第7章で整理した。 

そこでは、「総価値 = 総価格」、「総剰余価値 = 総利潤 + 総地代」の総計

2一致説に立脚している(地代を捨象するとき、各 「々総価値 = 総生産価格」、

「総剰余価値 = 総利潤」となる)。ところが、今日、マルクス経済学者の中

でそのようなとらえ方は少数派であり、大多数は総計2不一致説といわれる。

すなわち、「総剰余価値 = 総利潤」(地代を捨象)は成立するが、「総価値 = 総

生産価格」(地代は捨象)は成立しないという見方である。その端緒はボルト

キビッチの修正式 (「『資本論』第3巻におけるマルクスの基本的理論構造の

修正について」の論文発表、1907 年)による。そこで彼が総計 2 不一致説を

主張したことが、スイージーの紹介後(1942 年に彼が英訳して欧米に紹介)、

大きな反響を呼び、多くの賛同を得ることとなったのである。 

したがって、第8章でボルトキビッチの修正式を検討し、その不当性を明

らかにすることによって、筆者はマルクスの基本的立場である総計2一致説

を固持する立場を明瞭にした。 

第9章「剰余価値率と利潤率の推移」では、総計2一致説に依拠して日本

経済のここ40～50年間の剰余価値率及び利潤率の動向を、統計データに基づ

いて分析した。ただ、そこではすべての社会的必要労働(第三次産業も含む)

は価値を生産するという視点に立った分析のため、生産力の発展による剰余

価値率の増加が直接的には表れず、ほぼ横ばい状態であった。そこでマルク

スのいう空費という概念を導入して、潜在的な剰余価値率の動向を分析し、

増加傾向を明らかにした。空費とは、非生産部門(流通業やサービス業等の第

三次産業)の労働は社会的に価値を生産せずに、価値の分配を受けるだけ、と

いう見方である。いいかえれば、価値を生産するのは生産部門(農林漁業や製

造業等、いわゆる第一次産業や第二次産業)の労働であるという見方である。

その空費のもつ意義を、具体的モデルを設定して第10章で検証した。 

第11章「農業技術進歩の経済的評価」では、日本農業の代表的な稲作部門

を取り上げて、労働価値論の観点から技術進歩による米生産費の低下傾向を

実証的に明らかにしたものである。労働価値論の観点を抜きにしては、それ
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を明らかにすることは出来ない。そのことは近代経済学者であるシュンペー

ターのいうマルクス批判を排するものでもある。シュンペーターは中山伊知

郎・東畑誠一訳「資本主義・社会主義・民主主義(上巻)」（東洋経済新報社、

1962 年、41～42 頁)の中で、マルクスの労働価値説が「実証科学としての分

析の道具」として、十分に働かないことを、次のように指摘している。「実証

科学としての経済学……にとってはるかに重要なことは、労働価値説が分析

の道具としていかに働くかであり、……その理論のもつ真の困難は、それが

きわめて拙劣にしか働かないという点にある」と。 

しかし、農業の技術進歩による農産物の生産費の低下傾向は、労働価値説

に依拠してはじめて明らかにすることが出来る。一般的な物価指数による換

算方法では出来ない。このように経済分析にとって労働価値説が有効である

ことの一例を、 後の章及び第9章で示した。 

マルクス経済学の基礎となる労働価値説は、商品経済の内在的な運動法則

を明らかにするものであり、決して資本主義から社会主義への必然性を説く

ものではない。「資本の有機的構成の高度化が利潤率低下をもたらし、企業は

倒産して資本主義が崩壊する」という説もあるが、その論理は短絡したもの

であり、いくつかの非現実的前提を含んでいる。すなわち、利潤率に影響を

与える他の要因としては「資本の回転速度」や「剰余価値率」があるが、そ

れらの要因は前述の説では暗黙のうちに一定と前提されている。しかし、現

実にはそれらの要因は技術進歩により変動し、とくに剰余価値率は価値生産

を生産部門に限定して見るとき、あるいは労働力の価値(労働者の生活水準)

を一定とするとき、本書の第9～10章にみられるように大きく増加し、利潤

率を高める方向に内在的な作用をしているからである。 

 

 2011年11月 

                       小栗克之 
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第Ⅰ編 地代論 

―地代の価値源泉と諸地代の形態規定― 
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序章 緒 論 
 

 地代論は農業経済学の基礎理論であるにも関わらず、今なお完全な理論体

系を有しているとはいえない。マルクスによってその骨子は一応確立された

とはいえ、その理論体系は十分ではなく、そのため戦前・戦後にかけてマル

クス経済学者の間で種々の地代論論争が繰り広げられてきた。ここではそれ

らの諸問題を逐次検討するのではなく、地代論の本質的問題及びその形態規

定に関わる問題を中心に取り上げる。中でも地代論の本質的問題である「地

代の価値源泉をめぐる問題」に焦点を当てて検討する。 

 地代の価値源泉をめぐる問題は、当初、差額地代について取り上げられて

きた。いわゆる「虚偽の社会的価値」をめぐる論争である。差額地代を形成

する剰余価値部分は農業部門内で生産されたものか、あるいは社会全体(全産

業部門)で生産されたものが流通という迂路を経てもたらされるものかとい

う点をめぐって論争がなされてきた。 

 そのような地代の価値源泉をめぐる問題は、その後、差額地代論にとどま

らず絶対地代論にも波及した。とくに林業地代論の中で人工造林(育成林業)

の場合、絶対地代の価値源泉を林業部門内に求めることが出来ず(生産期間の

超長期性のため)、従来の絶対地代論では絶対地代の成立根拠を説くことが出

来なくなった。そこで、絶対地代の価値源泉についても従来いわれているよ

うに農業部門内(広くいえば林業部門も含む土地生産部門内)に限定されるか

否かをめぐって論争が行われるようになった。 

 これらの地代の価値源泉をめぐる問題については、価値法則をどのように

理解するかによって意見が異なってくる。逆にいえば、このような問題が生

じること自体、マルクスの価値法則に関する理論体系が十分に整理されてい

なかったか、あるいは種々の誤解を生みやすい不十分な説明になっていたこ

とが推察される。 

 いずれにせよ、この地代の価値源泉に関する問題は、価値法則をどのよう

にとらえるかという検討を抜きにしては解明し得ない。そこで、第Ⅰ編では

その点の検討から始める。第1章「差額地代の価値源泉について」の中で、

価値実体や市場価値の問題を 初に取り上げたのはそのような意図からであ
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る。その点を明らかにした上で差額地代や絶対地代の価値源泉問題に論究す

る。 

 地代の価値源泉をめぐる問題は単にそれだけにはとどまらず、諸地代の形

態規定にも関与している。それは絶対地代や独占地代の場合に端的に表れて

いる。したがって、それらの検討も本編では行う。なお、差額地代第Ⅰ形態

や第Ⅱ形態などの差額地代の諸形態は差額地代の価値源泉をめぐる問題には

直接的な関連はないが、差額地代の量的形成を問題にするとき、とくに重要

になるので本編ではその点も取り上げる。 

 第Ⅰ編の構成について概略を述べると、前半で差額地代の問題を扱い、後

半で絶対地代の問題を扱っている。すなわち、第1章では「差額地代の価値

源泉について」、第2章では「差額地代の諸形態とその本質」という論題から

なり、第3章及び第4章では絶対地代の問題を扱っている。いわゆる絶対地

代の価値源泉に関する問題は第4章の「所有地代の形成とその価値実現過程」

という論題の中で取り上げている。 

所有地代とは、従来の絶対地代の不十分な概念を止揚した「新しい絶対地

代」の意である。この「所有地代」という名称は、田代隆が岩片磯雄退官記

念論文集「農業経営の発展の理論」の中で初めて用いたものである。従来の

絶対地代の概念の不十分さは、第3章「絶対地代に於ける成立条件とその概

念の検討」の中で明らかにする。 

本論を終わるに当って、第5章では諸地代の量的規定の相互関係を明確に

するため「諸地代の算定方式」の検討を行う。 後に補論として、第6章で

は地代の価値源泉に関わる諸学説の系譜とその検討を行った。以上のように、

本編では諸地代の価値源泉及び形態規定、さらには量的規定の整理を行い、

マルクスの地代論体系の不十分さや欠陥を補い、一貫した地代論体系の確立

を意図したものである。 
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第 1 章 差額地代の価値源泉について 
 

第 1節 問題提起 
 

 この問題は古くて今なお新しい問題といえる。というのは、戦前から我が

国や旧ソ連において差額地代に関する論議が種々展開されてきたが、今なお

統一的な見解を得ることが出来ないまま現在に至っているからである。現在、

この問題に関する諸学説は大別すると、「生産説」と「流通説」に分けられる。

すなわち、前者は差額地代を形成する剰余価値部分が農業部門内で生産され

るとみなすのに対し、後者はそれが社会全体(全産業部門)で生産され、流通

という迂路を経て農業部門にもたらされるとみなす見解である。 

 この二つの見解のうち、いずれが正しいのであろうか。それは根本的には

価値論や市場価値論をどのように理解するかに関わっている。すなわち、価

値がどのように生産され、どのように分配されるのか、ということへの理解

である。そもそもこのような問題が生じること自体、従来の価値論や市場価

値論が十分整理されず、且つ統一的な見解を得るまでに至っていないことを

示している。以下、この問題がどのように提起され、問題の所在がどこにあ

るかということについて述べる。 

 差額地代の源泉問題は、当初マルクス批判家によって次のように提起され

た。すなわち、農産物の市場価値(調整的市場価格 = 市場価格の動揺の中心

の意)が 劣等地の個別的価値によって規定されるとすれば、市場価格の総計

(総価格)は農産物の個別的価値の総計(総価値)を超える。そしてこの超過分が

差額地代を形成するとすれば、差額地代は価値なき価格となり、労働価値説

の部分的な破綻を示すことになるのではないか、という問題提起である。 

 この問題提起には次の三点が前提にされている。第1点は、個別的価値の

総計が価値実体を形成しているとみなしていること。第2点は、農産物の市

場価値が限界価値( 劣等地の個別的価値)によって規定されているというこ

と。第3点は、差額地代の算定方式が「市場価値－個別的価値」とみなされ

ている点である。なお、この場合の市場価値とは、基本的には「市場価格の

動揺の中心(調整的市場価格)」ということを意味し、平均価値ということで
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はない。市場価値の概念については後で詳細に検討するが、それまでは一応

「市場価格の動揺の中心」として市場価値を把握して、記述することにしよ

う。 

 マルクスは差額地代の量的規定を二様にしている(小栗克之著「地代算定方

式について」日本農業経済学会誌、農業経済研究、第46巻第3号、1974年、

126～133頁、を参照)。すなわち、「市場価値－個別的価値」という規定(剰余

価値学説史方式)と、「市場価格－個別的生産価格」という規定(資本論方式)

である。両者は特定の場合を除けば、一般的には一致しない。その中で後者

の規定が現実の農業資本の運動を反映した正しい規定といえる(前掲書参照。

また本論の第5章第2節でその点について述べる)。ところが差額地代の源泉

問題は、基本的に前者の規定に依拠して生じている。したがって、ここでは

前者の規定を一応正しいものと仮定して考察を進める。それによってのみ、

この問題は浮き彫りにされるからである。 

 なお、差額地代の源泉問題を再度整理すると、次のようになる。 

＜前提＞ 

① 個別的価値の総計 = 価値実体 

② 農産物の市場価値 = 限界価値( 劣等地の個別的価値) 

③ 差額地代 = 市場価値－個別的価値 

＜帰結＞ 

 差額地代の総計= 市場価値の総計－個別的価値の総計 

        = (商品総量 × 限界価値)－(商品総量 × 平均価値) 

        = 商品総量 × (限界価値－平均価値) > 0 

 このようにして差額地代の総計は、個別的価値の総計を超える市場価値の

総計との差額として形成されることになる。そこで個別的価値の総計を「総

価値」とみなし、市場価値の総計を「総価格」とみなすとき、前述のような

疑問が生じる。すなわち、差額地代は農産物の価値を超える価格との差額と

して形成され、それは価値なき価格となるのではないかという問題である。 

 それに対し、マルクスの擁護者は一様に差額地代が剰余価値であることを

主張したが、その源泉については二つの意見に分かれた。すなわち、農業部

門で生産されるという説(生産説)と、社会全体(全産業部門)で生産された剰余

価値の一部分が流通という迂路を経て農業部門へもたらされるという説(流
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通説)である。 

 両者の見解の岐路は、価値実体を市場価値の総計に求めるか、個別的価値

の総計に求めるかということに関わっている。市場価値の総計こそ価値実体

を有するもの(総価値)とみなすとき、市場価値の範囲内で実現される差額地

代の剰余価値部分は、農業部門内で形成されるということになる。他方、個

別的価値の総計こそ価値実体を有するもの(総価値)とみなすとき、個別的価

値の総計を超えて実現される差額地代の剰余価値部分は、他部門へ求めざる

を得ない。 

このように差額地代の源泉問題は、より本質的には価値実体をどのように

とらえるかということに関わっているといえよう。なお、それ以前の問題と

して、差額地代の算定方式のとらえ方や、農産物の市場価値が 劣等地の個

別的価値によって規定されるというとらえ方自身にも問題は内包されている。

それらの点については後述する。 

 

第 2節 価値実体について 
 
 差額地代の源泉問題は帰するところ、農業部門において市場価値の総計と

個別的価値の総計が一致せず、前者が後者を上回って差額地代を形成すると

ころにある。したがって、差額地代の源泉問題は価値実体が基本的には前者

に内在するのか、あるいは後者に内在するのかという検討から始めなければ

ならない。マルクス経済学者の間で、その両方の見解が生じるということは、

原典となっているマルクスの著書自体の中で、その点について明確な見解が

示されていないことを意味している。そこで、マルクスの著書の中で価値実

体がどのようにとらえられているのか、という点を明らかにしながらその検

討を行うことにする。 

 価値実体について、マルクスは資本論の中で次のようにいう。「ある使用価

値、または財がある価値
．．

をもつのは、そのように抽象的・人間的労働
．．

が対象
．．

化
．
または物質化

．．．
されているからにほかならない。では、その価値の大き

．．
さ
．

(原

文では「大いさ」と訳されているが、本文では「大きさ」と表現する)は如何

に度量されるか？それに含まれている『価値を形成する実体』、すなわち労働

の分量によってである。労働そのものの量は、それの時間的継続によって度
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量される……」と(マルクス著 1867 年、長谷部文雄訳「資本論」第 1 巻、青

木書店、1954 年、119 頁)。すなわち、価値実体とは抽象的人間労働であり、

その大きさは労働時間によって規定されることを述べている。 

 しかし、そのことだけでは前述の問題に答えることは出来ない。そこでさ

らにマルクスのいうところを見ることにしよう。「諸価値の実体をなす労働は

……同じ人間労働力の支出である。……個人的な諸労働力は、いずれもそれ

が社会的な平均的労働力として作用し、したがってまた、一商品において平

均的に必要な・または社会的に必要な
．．．．．．．

・労働時間を要するにすぎない限りは、

他と同じ人間的労働力である。社会的に必要な労働時間とは、現存の社会的・

標準的な生産条件と労働の熟練および強度の社会的な平均度をもって、何ら

かの使用価値を生産するために必要とされる労働時間である。……だからあ

る使用価値の大きさ
．．．

を規定するものは、社会的に必要な労働の分量
．．．．．．．．．．．．

、または、

その使用価値の生産のために社会的に必要な労働時間
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

に他ならない。」と(前

掲書、120～121頁)。 

ここでは、価値実体を形成する労働をさらに細かく規定している。すなわ

ち、社会的な平均的労働力であるということ。したがって、ある商品の価値

の大きさは、一商品の生産において社会的に必要な労働時間によって規定さ

れるということである。 

 この場合の社会的に必要な労働時間とは、二つの内容によって構成されて

いる。一つは社会的・標準的な生産条件下の労働時間であるということ。も

う一つは労働の熟練及び強度の社会的な平均度を有する労働時間であるとい

うこと。このうち後者については問題はないが、前者については若干の問題

が生じる。農業のように、その商品の市場価値が劣等な生産条件下で規定さ

れる場合、社会的に必要な労働時間はどのようになるのか、ということであ

る。いいかえれば、その場合の価値実体はどうなるのかという点である。す

くなくともマルクスは次の点をここでは暗黙の前提にしていると思われる。

すなわち、すべての商品の市場価値は社会的・標準的な生産条件のもとで規

定されるということである。したがって、一商品の生産に「平均的
．．．

に必要な

労働時間」と「社会的
．．．

に必要な労働時間」を同一のものとして叙述したとい

えよう。しかし、マルクス自身後で述べるように農業に限らず、一般産業の

もとにおいても市場価値が社会的・標準的な生産条件以外
．．

のもとで規定され
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る場合が生じる。そのとき、社会的必要労働時間とはどうなるのか、価値実

体はどうなるのか、という問題は依然として残る。 

 「剰余価値学説史」の中で、マルクスはさらに立ち入ってその点について

述べている。「商品―ある特殊な生産部面の生産物―の価値は、この生産部面

に属する商品の全量
．．

、総額
．．

を生産するために必要な労働によって規定されて

いるのであって、この生産部面内の各個の資本家または雇い主にとって必要

な特殊な労働時間によって規定されているのではない。……たとえば、一エ

レの綿布の〔価値〕を規定する労働量は、その綿布に含まれている労働量、

すなわちその綿布の製造業者がそれに費やした労働量ではなく、すべての綿

布製造業者が一エレの綿布を市場に向けて生産するのに用いる平均的な労働

量である。」と(大内兵衛・細川嘉六監訳、「マルクス=エンゲルス全集、剰余

価値学説史Ⅱ、26Ⅱ」、大月書店、1970年、264頁)。 

 ここで、商品の価値規定に際して新しい視点が打ち出されている。すなわ

ち、「商品の価値は、その生産部面に属する商品の全量、総額を生産するため

に必要な労働量によって規定される」という点である。それを基点として、

商品の価値を規定する労働量は、「その生産部面に属する商品の全量を生産す

るために要した総投下労働量を、その商品総量で除したところの平均労働量

によって規定される」という意味のことを述べている。 

 さらにマルクスは次のようにいう。「ところで、たとえば綿布製造業に於け

る個々の資本家がそのもとで生産を行うところの特殊な諸条件は、必然的に

三つの部類に分かれる。一つの部類は中位
．．

の条件のもとで生産する。……も

う一つの部類は平均的条件よりも良い
．．

条件のもとで生産する。……第三の部

類は、平均的生産条件よりも悪い
．．

条件のもとで生産する。……どの部類が平

均価値を確定するのに決定的であったかということは、主としてこれらの部

類の数的関係または比例的数量関係によって定まるであろう。この部類が数

の上で劣勢であれば、そして平均的条件よりも悪い条件のもとで労働する部

類が数の上で有力かつ優勢であれば、これがその部面の生産物の一般的価値

を決定する」と(前掲書、264～265頁)。 

 ここで重要な点は、劣等な生産条件下の労働も数の上で優勢であれば、商

品の一般的な価値(平均価値、または市場価値)を形成し得るという点である。

これは「商品の価値がその生産部面に属する商品の全量を生産するのに要し



 10

た総投下労働量を、その商品総量で除したところの平均労働量によって規定

される」という前述の論旨の当然の帰結である。しかし、この帰結は資本論

で述べたところの価値実体に新しい光を当てたものである。すなわち、資本

論の冒頭で述べられた価値実体とは社会的・標準的な生産条件下の労働時間

(いわゆる社会的必要労働時間)で規定されるとみなしていた。 

 しかし、ここでは価値の大きさは、劣等な生産条件下の労働時間によって

も規定される場合があることを指摘している。いいかえれば、価値の大きさ

を規定する社会的必要労働時間とは必ずしも社会的・標準的な生産条件下の

ものではないということである。ただいえることは、ある商品の価値の大き

さを規定する社会的必要労働時間とは、根本的にはその生産部門(引用文では

生産部面と表現しているが、本文では一般的用語としての生産部門と表現す

る。以下同様)の総価値を生産するのに要した労働時間総量を、その商品総量

で除した平均労働時間ということである。したがって、社会的・標準的生産

条件のもとで労働する部類が数の上で優勢であれば、そこでの労働時間が平

均的労働時間を形成し、社会的必要労働時間となるであろうし、他方、劣等

な生産条件のもとで労働する部類が数の上で優勢であれば、そこでの労働時

間が平均的労働時間を形成し、社会的必要労働時間となる。ただし、数の上

で優勢を占める生産条件を、社会の平均的生産条件、あるいは中位の生産条

件とみなせば、社会的必要労働時間は社会的・標準的生産条件のもとで形成

されるということになる。しかし、ここではマルクスは、あえて「数の上で

優勢を占める生産条件」と「社会的・標準的生産条件」とを切り離して叙述

したのは、ある商品の価値の大きさを規定する社会的必要労働時間とは、そ

の部門の総商品を生産するのに要した労働時間総量を、その商品総量で除し

た平均労働時間ということを強調するためと推察される。 

 以上の点をしめくくって、マルクスは次のように述べている。「一般的結論

は次のとおりである。この部類の諸生産物がもつ一般的価値は、これと各個

の商品の個別的価値との比がどうであろうとも、すべての商品について同じ
．．

である。この共通的
．．．

な価値こそ、これらの商品の市場価値であり、それらの

商品が市場に出てくるときの価値である。……特殊な生産部面の各個の商品

の価値は、この特殊な社会的生産部面の商品総量が必要とする社会的労働時

間の総量によって規定されることになり、個々の商品の個別的価値または
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個々の商品が、その特殊な生産者および売手に費やさせた労働時間によって

は規定されないことになる。」と(前掲書、265～266頁)。 

 ここで、マルクスのより深められた概念を整理すると、次のようになる。

第一点は、ある特定の生産部門の商品の価値は、その商品総量を生産するの

に必要な総投下労働量によって基本的に規定されるということである。いい

かえれば、ある商品の価値はその生産部門の平均価値(商品総量を生産するの

に必要とした総投下労働量を商品総量で除したもの)によって規定されると

いうことである。したがって、その限りでは資本論の冒頭で規定したように、

商品の価値の大きさは必ずしも社会的・標準的な生産条件のもとでの労働時

間によって規定されるとはいえないということである。 

 第二点は、市場価値の概念規定について次のように整理される。それは基

本的には諸商品の一般的価値であり、いいかえれば平均価値に等しいという

ことである。ただその商品の一般的価値(共通的価値)が市場に出てくるとき、

それを市場価値と呼んでいる。したがって、その市場価値も商品の価値と同

じく、基本的にはその生産部門の商品総量を生産するのに必要とした総投下

労働量によって規定されているといえよう。そして、その総投下労働量を商

品総量で除した平均価値が商品の価値を規定し、市場価値となって現れてい

るといえる。 

 以上のことから、差額地代の源泉問題についていえば、次の点が明らかに

なったといえよう。すなわち、農業部門の価値実体は農業部門に投下された

労働量の総計に等しいということである。いいかえれば、それは基本的に個

別的価値の総計に等しいといえる。したがって、差額地代の個別的価値の総

計(農業部門へ投下された労働量の総計)を超えて形成されるとすれば、その

価値超過部分は他部門からもたらされるといわざるを得ない。 

 そこで、残された問題として、一般的には市場価値の総計は個別的価値の

総計に等しく、市場価値は平均価値として存在するのに対し、農業部門では

なぜそのようにならないのか、ということである。その点を再度吟味する必

要がある。そこで、次に農業部門に於ける市場価値について検討しよう。そ

の前に、市場価値の概念と位置づけをより明確にする必要があり、次節でそ

の点の検討を行うことにする。 
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第 3節 市場価値の概念 
 
 市場価値の概念については、前節で触れたように基本的には次のようにい

える。市場価値は諸商品の一般的価値(共通的価値)であり、いいかえれば平

均価値に等しいということである。ところが、マルクスは市場価値の概念規

定をそれだけにはとどめず、次のようにもいう。「市場価値は、一面では、あ

る部面で生産される商品の平均価値とみなされるべきであり、他面では、そ

の部面の生産物の大量をなす商品の個別的価値とみなされるべきであろう。

ただ、異常な組み合わせのもとでのみ、 悪の条件下または 良の条件下で

生産される商品が市場価値を規制するのであって、市場価値はまた市場価格

の同様の中心をなす。」と(マルクス著、長谷部文雄訳「資本論」第 4 巻、青

木書店、1968年、267～268頁)。 

 ここで、マルクスは市場価値の概念を基本的には二つの側面から規定して

いるが、実際には(表面上)次の三つの側面から規定しているといえる。第 1

に、平均価値であるということ。第2に、平均的諸条件のもとで生産される

商品の個別的価値であるということ。第3に、市場価値は市場価格の動揺の

中心であるということである。この 後の概念規定については後で検討する。

前二者の側面からの概念規定についていえば、両者は表裏一体のものであり、

常に一致すれば問題はない。しかし、「平均価値」という概念規定と、「平均

的諸条件のもとで生産される商品の個別的価値」という概念規定は前述のよ

うに必ずしも一致するものではない。両者が一致するのはマルクス自身が述

べているように平均的生産条件のもとで生産される商品量がその生産部門の

中で大量を占める場合である。なぜなら、平均価値とは厳密にいえば、ある

生産部門の総価値(個別的価値の総計)をその部門の商品総量で除したもので

ある。したがって、それは近似的には大量の商品を生産する生産条件のもと

での個別的価値に等しいといえる。もし、大量の商品を生産する生産条件が

平均的な生産条件でないならば(優良な生産条件や劣等な生産条件の場合)、

平均価値は平均的な生産条件のもとで生産される商品の個別的価値と等しく

はならないからである。 

 両者が一致しないとき、市場価値は平均価値であるのか、あるいは平均的

な生産条件のもとでの個別的価値であるのかという選択を迫られる。いいか
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えれば、どちらが市場価値のより基本的な概念であるのかということである。

その解答はすでに前節で明らかになっている。市場価値はある部門の諸生産

物の一般的価値(共通的な価値)であり、いいかえれば、それは平均価値であ

った。そのことは、商品の価値の大きさを規定する社会的必要労働時間が必

ずしも社会的・標準的な生産条件下のものではなく、その生産部門の総商品

を生産するのに要した労働時間総量を、その商品総量で除した平均的労働時

間ということである。商品の一般的価値とは、商品総量を生産するのに必要

とした総投下労働量を商品総量で除したものによって規定されるという意味

で平均価値を意味する。その商品の一般的価値(平均価値)が市場に出てくる

とき、それを市場価値と呼ぶ。したがって、市場価値も商品の価値と同じく、

基本的にはその生産部門の商品総量を生産するのに必要とした総投下労働量

によって規定されるといえる。 

 次に、「市場価値は市場価格の動揺の中心」ということについて見よう。そ

れは市場価値の基本概念であるところの「平均価値」と、どのような関連が

あるであろうか。市場価格の動揺の中心が、ある部門で生産される商品の平

均価値と一致する場合には問題はない。しかし、次の場合、両者は一致しな

い。第1に、市場価格の動揺の中心が、ある部門の生産物の大量をなす商品

の個別的価値によって決定されない場合である。第2に、資本制商品生産段

階のもとで商品の市場価格が生産価格によって規制される場合である。 

 第1の場合について、マルクスは前述の引用文の中で次のようにいう。「た

だ、異常な組み合わせのもとでのみ、 悪の条件下または 良の条件下で生

産される商品が市場価格を規制するのであって、市場価値はまた市場価格の

動揺の中心をなす」と。さらにその点を補足して次のようにもいう。「需要が

強くて、 悪の条件下で生産される商品の価値によって価格が規制されても

需要が収縮しないような場合には、この商品が市場価値を規定する。そうし

たことが生じうるのは、需要が普通の場合を超える場合、または供給が普通

の供給以下に減少する場合だけである。 後に、生産される商品の分量が、

中位の市場価値で売れる以上に大きい場合には、 良の条件下で生産される

商品が市場価値を規制する」と(前掲書、268頁)。 

 ここでは、市場価値が「平均価値」によって規定されるのではなく、単に

「市場価格の動揺の中心」としてとらえられている。なぜなら、ここでは
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悪の条件下や 良の条件下の商品の個別的価値が市場価値を規定するという

とき、その理由として挙げている点は、それらの商品がその生産部門の中で

大量を占めるからではなく(すなわち、平均価値を形成するからではなく)、

単に異常な需要や供給状態が生じたからだという。そのとき、市場価格が変

動しないという理由から市場価値規定をすることは、単に市場価値を「市場

価格の動揺の中心」としてとらえているからにほかならない。いいかえれば、

市場価値の基本概念は、「平均価値」よりもむしろ「市場価格の動揺の中心」

を重視した叙述になっているとみなし得る。 

 このようなマルクスの見解をさらに助長させたものとして、宇野弘蔵を挙

げることが出来る。宇野は市場価値規定に際して次のように述べている。「市

場価格は需要・供給の不均衡のために不断に変動する。……そして、この変
．．．

動の中心をなすのが市場価値論
．．．．．．．．．．．．．．

なのであるが、その高さは当然、需要の増加

に応じて供給を増加させうる生産条件の個別的価値によって決定されざるを

えない。……一般的には市場価値は、供給の多くを占める中位の生産条件で

の個別的価値によって決定されるであろう。しかし、そうなるのには、ある

一時点でその供給量が大きかったからではなく、需要の増加に対して、また

は他の条件での供給の減少に対して、中位の条件での生産が拡大されるから

である。したがって、なんらかの事情によって追加供給が劣等な生産条件で

の生産拡大以外にないとすれば、たとえその供給がいかに少なくても、その

個別的価値が市場価値を決定し、これよりも個別的価値の低い優良及び中位

の条件の資本は特別の剰余価値を取得することになる。」と(宇野弘蔵編「改

訂、経済原論」、青林書院新社、1967年、253～254頁)。 

 このように宇野は、市場価値が平均価値によって規定されるというマルク

スの基本的な見解を否定し、基本的には市場価格の動揺の中心として市場価

値をとらえている。したがって、市場価値はその生産部門の商品の大量をな

す生産条件のもとでの個別的価値によって規定されるのではなく、需要の増

加に応じて供給を増加させ得る生産条件のもとでの個別的価値によって規定

されるという発想が生じ得るのである。その発想は、マルクスが「異常な場

合(需要や供給が普通の状態ではなくなったとき)には市場価値が平均価値で

はなく、限界価値( 悪の条件下や 良の条件下の個別的価値)によって規定

される」という意味のことを述べた点をとらえ、それをさらに一般化したと
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いえる。 

その結果、宇野は市場価値が基本的に平均価値によって規定されるもので

はないことを主張し、次のようにもいう。「商品の価値は、市場の媒介によら

ないで生産過程で投下された労働によって決定されるというのは、経済学の

方法上の問題を対象上の問題と混同した誤りである。……したがって、市場

価値規定を、市場を無視して、『その部門の総個別的価値の加重平均によって

決定される』などというのはまったく誤っている。もっとも『資本論』自身

の市場価値の説明は、きわめて不十分なものにとどまっているので、そうい

う解釈もでるのであるが、それではとくに市場価値を論じた意味がないこと

になる。」と(前掲書、256頁)。 

この宇野の考えは、次の二点で基本的な誤りを犯している。第一に、投下

労働価値説を単なる経済学上の方法上の問題として片づけ、現実への具体的

な貫徹の仕方を別の次元でとらえようとしていること。第二に、市場価値は

生産過程で基本的に規定される商品価値の具体的表現形態であるにも関わら

ず、市場で独自に決定される価値とみなしている点である。 

したがって、宇野は市場価値を投下労働価値量による規定から基本的に離

れた次元で取り上げたといえよう。「資本論」の中にも、前述のようにそのよ

うな誤りは部分的にみられる。しかし、マルクスは「資本論」や「剰余価値

学説史」の中で、基本的には市場価値を投下労働量に依拠して規定するとい

う姿勢を維持している。その点は既述の通りである。そして、それこそが基

本的に正しい市場価値論の展開といえよう。市場価値論といえども、投下労

働価値学説の延長線上にあるものとして、あくまでとらえなければならない。

したがって、市場価値とは単なる市場価格の動揺の中心ではなく、基本的に

は平均価値であるということである。 

次に、「市場価格の動揺の中心」が「平均価値」と一致しない第2の場合に

ついて見る。すなわち、商品が資本制商品生産段階のもとで生産され販売さ

れる場合である。そのとき、市場価格の動揺の中心は生産価格になり、個々

の生産部門で生産される諸商品の平均価値とは一般的に異なる。市場価格の

動揺の中心が一般的に平均価値と等しくなるのは、単純商品生産段階のもと

においてである。その点についてマルクスは次のようにいう。「その価値また

はほぼその価値での交換は、生産価格での交換―そのためには一定高度の資
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本制的発展が必要である―の場合よりもはるかに低い生産段階を要求する」

と(マルクス・エンゲルス編著 1894 年、長谷部文雄訳「資本論、第三部上」

第4巻、青木書店、1954年、266頁)。その低い生産段階とはいうまでもなく

単純商品生産段階である。 

価値通りの商品交換が単純商品生産段階に限定されることを、エンゲルス

は資本論の補遺の中で次のようにいう。「マルクスの価値法則は、いやしくも

経済学的法則が妥当する限り、単純な商品生産の全期間にわたり、つまり単

純商品生産が資本制的生産形態の登場によって変更をこうむる時まで、一般

的に妥当する。そのときに至るまで、価格はマルクスの価値法則によって規

定される価格の方へ引きつけられ、この価値をめぐって動揺するのであり、

したがって、単純な商品の生産が十分に発展すればするほど、……比較的長

期間の平均価格が、等閑に付すべき限界内で価値と一致する。」と(前掲書、

56 頁)。なお、ここでエンゲルスのいう価値法則とは、個々の生産部門で生

産される商品が価値通り(平均価値)に交換されるということを意味している。

そのため、エンゲルスは価値法則が単純商品生産にのみ妥当するという見解

をここに示したといえよう。 

しかし、一般的には価値法則はもっと広義にとらえられるため、資本制的

生産にも妥当するとみなされている。すなわち、マルクスの言葉を借りれば

「諸商品の総価値は総剰余価値を規制し、しかも、総剰余価値は平均利潤、

したがって一般的利潤率の高さを規制する……のであるから、価値法則は生

産価格を調整するのである」と(前掲書、270頁)。つまり、価値法則とは、諸

商品の総価値が総生産価格を規制する場合にも適用され、したがって資本制

的生産段階にも貫徹するとみなす。 

ともあれ、既述のマルクスやエンゲルスの引用文献でも明らかなように、

市場価格の動揺の中心(調整的市場価格)が平均価値と等しくなるのは、単純

商品生産段階である。それも差額地代の形成を捨象した理論的段階である。

差額地代の発生と共に農産物に限らず、諸商品の調整的市場価格は平均価値

から乖離する。その点は次節で明らかにする。資本制的生産段階になると、

市場価格の動揺の中心は生産価格となり、個々の生産部門の諸商品の平均価

値から乖離する。したがって、市場価値の基本概念を平均価値としてとらえ

る限り、市場価値が具体的に表れるのは資本制的生産段階ではなく、単純商
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品生産段階といえる。 

その点に関して向坂逸郎は次のようにいう。「価値の本来与えられている社

会的平均的性質の成立を、より具体的に理解するためには、市場価値の理論

があらわなければならぬ。……市場価値は、本来社会的である価値が、その

社会的平均的性質を顕していく姿である。それ故に市場価値の理論は、単純

商品生産に妥当するものである」と(向坂逸郎著「経済学方法論」第 3 分冊、

河出書房、1950年、119頁)。 

以上のように、「平均価値」と「市場価格の動揺の中心」が一致する条件と

して、単純商品生産段階が必要である。マルクスは、市場価値の概念規定を

「平均価値」の側面からだけではなく、様々な側面から規定していた。すな

わち、「平均的諸条件のもとで生産される商品の個別的価値である」というこ

と、及び「市場価格の動揺の中心」ということである。しかし、それらは常

に「平均価値」と一致するものではない。既述のように一定の条件のもとで

のみ一致するものである。したがって、市場価値の概念規定を無条件に様々

な側面から行うことは、種々の誤りや混乱をもたらす。そのような誤りや混

同をもたらさないためには、市場価値の基本概念を明確にする必要がある。

それは、すでに見てきたように「平均価値」ということである。その概念規

定のみが、市場価値を諸商品の一般的価値の具体的表現形態として把握出来

るからである。 

 

第 4節 差額地代と市場価値との関連性 
 
 差額地代の源泉問題に関していえば、市場価値は「 劣等地の個別的価値」

としてとらえられ、「平均価値」としてはとらえられていない。この「 劣等

地の個別的価値」という市場価値規定は、全く新しいものではなく、市場価

値が「市場価格の動揺の中心 = 調整的市場価格」であるという考えから派

生したものとみなし得る。すなわち、農業部門では 劣等地の個別的価値が

市場価格の動揺の中心となり、それが市場価値を形成するという観点に立っ

ているからである。 

 ここでは、そのようなとらえ方が差額地代の源泉問題の追及に対し、どの

ような誤りをもたらしているかということを明らかにする。同時に市場価値
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の正しいとらえ方と、差額地代の源泉問題との関連性も併せて明らかにして

いきたい。 

 マルクスが市場価値を基本的に「市場価格の動揺の中心」としてとらえて

差額地代論を展開しているのは、「剰余価値学説史」の中においてである。「剰

余価値学説史」の中では、地代論を論ずるに当って市場価値という用語が一

般的に使われている。そのときの市場価値とは農産物の平均的価値を意味す

るのではなく、一般的に限界価値( 劣等地の生産物の個別的価値)を意味し

ている。ただし、その場合の市場価値は必ずしも 劣等地の個別的価値に常

に等しいわけではなく、それ以下の場合もあり得るとみなしている。その意

味ではここでの市場価値の厳密な規定は、単に調整的市場価格(動揺する市場

価格の中心)という内容以外にないといえる。 

 この市場価値という用語の誤った使い方が「剰余価値学説史」の中で次の

ような混乱を招いている。すなわち、「総価値」という表現が、一方では個別

的価値の総計を意味し、他方では市場価値(調整的市場価格の意)の総計を表

示するという混乱である。その矛盾が端的に表れるのは、「第12章 差額地

代の表とその解明」の部分である。その中で、叙述部分の総価値はすべて個

別的価値の総計を意味しているが、地代表の中の総価値はすべて市場価値の

総計を表示している。両者の一例をここに引用してみよう。 

 その章の叙述部分でマルクスは次のようにいう。「100の資本によってつく

りだされた……生産物の総価値
．．．

は120
．．．

ポンドであって、それは100という資

本がある部類の炭坑では60トンを生産するが、別の部類では65トンとか、

75トンとか……を生産するということにはかかわりがない。」と(大内兵衛・

細川嘉六監訳、「マルクス=エンゲルス全集、剰余価値学説史Ⅱ、26Ⅱ」、大

月書店、1974年、344頁。傍点は筆者)。すなわち、同一資本の投下をすれば、

生産物量の相違に関係なく各々の部類の総価値は同じになるということであ

る。いいかえれば、ここでいう総価値とは個別的価値の総計を意味している。

それは次に引用する表A(前掲書、338頁)を例にとって検討すれば明らかであ

る。すなわち、表Aの部類Ⅱや部類Ⅲにおいても総価値が部類Ⅰと同様に120

ポンドであるということは、「個別的価値
．．．．．

 × 生産物量」(たとえば、部類Ⅱの 

総価値 = 
13

11
1 × 65 = 120、部類Ⅲの総価値 = 

5

3
1 × 75 = 120)という関係にな
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るからである。このとき、3部門の総価値は360ポンドとなる。 

 ところが、表 A に於ける部類Ⅰ～Ⅲの総価値は各 1々20 ポンド。130 ポン

ド、150ポンドというように変化している。それらはいずれも「市場価値
．．．．

 × 生

産物量」(たとえば、部類Ⅱの総価値 = 2 × 65 = 130、部類Ⅲの総価値 = 2 × 75 

= 150)として算出されているからにほかならない。したがって、3部門の総価

値は 400 ポンドとなる。表 A の総価値はもはや個別的価値の総計ではなく、

市場価値の総計を意味している。このように、総価値の内容が一方(叙述の文

章)では個別的価値の総計を意味し、他方(表A)では市場価値(調整的市場価格)

の総計を意味するというような混乱を招来している。マルクスは、このよう

な二様の異なった意味の総価値の使い方に対し、何らの説明も加えていない。

じつは、この不鮮明な総価値の使い方が、後世に大きな問題を引き起こすこ

とになったのである。 

すなわち、差額地代の源泉問題の解明に当って、個別的価値の総計が真実

の価値であるのか、市場価値の総計こそが真実の価値であるのかという問題

である。いいかえれば、マルクスの二様の意味の総価値のうち、いずれが真

の価値であるのかという問題である。しかし、すでに答えは出ている。前節

で検討したように、この場合、価値実体を有する総価値は個別的価値の総計

であり、調整的市場価格を意味する市場価値の総計ではない。マルクス自身、

「剰余価値学説史」の中の同じ個所でも、次のように明確にいう。「それゆえ、

次のような考え以上の間違いはない。というのは、労働の生産性が高くなれ

表A                        単位：ポンド、トン 

部類 資本 
絶対

地代

トン

数 

1 トン当り

市場価値 

1 トン当り

個別的価値
総価値 

差額 

地代 

Ⅰ 100 10 60 2 2 120 0 

Ⅱ 100 10 65 2
13

11
1 130 10 

Ⅲ 100 10 75 2
5

3
1 150 30 

合計 300 30 200 400 40 
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ば、商品の一個当りの価値は下がるにしても、ある一定の資本―たとえば100

―によって生産される生産物の総価値
．．．

は、それを表す商品の量が増大するの

で、高くなるだろうという考えである。実際、商品の一個当り価値が下がる

のは、ただ、総価値
．．．

―費やされた労働の総量―が、より大きな量の使用価値、

生産物で表され、したがって各個の生産物には、総価値または費やされた労

働の、より小さな可除部分が割り当てられるにほかならない。」と(前掲書、

345～346頁)。 

 ここでは明確に個別的価値の総計こそが真実の総価値であることを述べて

いる。すなわち、一定の資本によって生産される総価値は、生産物量の多寡

に関係なく一定であるということ。そのことは、とりもなおさず個別的価値

の総計を意味し、市場価値(調整的市場価格)の総計ではない。また、その場

合の総価値は費やされた労働の総量を含むということを述べている。そのこ

とは同時に、個別的価値の総計である総価値こそが価値実体を有し、真実の

価値であることを意味しているといえよう。なお、「剰余価値学説史」の中の

諸地代表の中にみられるところの、市場価値の総計を意味する総価値につい

ては、マルクスは何らの説明も加えていない。そして、「資本論」の中の差額

地代の諸表の中では、市場価値という用語や、それに基づく総価値という用

語はほとんど消え、それぞれ販売価格や収益という表現に置き換えられてい

る。その方が妥当な表現といえよう。 

 差額地代を論ずる場合、市場価値という用語を持ち出すこと自体が不当で

ある。なぜなら、市場価値は本来「平均価値」を意味し、単に「調整的市場

価格」を意味するものではないからである。したがって、農業の場合、 劣

等地の個別的価値が市場価格の動揺の中心になるからといって、それを市場

価値と呼ぶことは出来ない。それを市場価値と呼んだからこそ剰余価値学説

史の中では、市場価値の総計と個別的価値の総計が一致せず、そのいずれが

真実の価値かという問題を引き起こすことになったといえる。市場価値が平

均的価値である限り、市場価値の総計と個別的価値の総計は常に一致する。

しかし、一般に調整的市場価格(市場価格の動揺の中心)が、ある生産部門の

諸商品の平均価値に等しくなるのは、単純商品生産段階のもとにおいてであ

る。前節で述べたように資本制的商品生産段階になると、市場価格の動揺の

中心はもはやある生産部門の諸商品の平均価値ではなく、一般的には平均利
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潤を含む生産価格となる。 

 したがって、資本制的生産段階を前提にして差額地代論を展開するとき、

調整的市場価格を市場価値と呼ぶことは出来ない。その点をマルクスは必ず

しも明確に意識してはいなかったため、資本制的生産段階のもとで差額地代

論を展開するとき、市場価値という用語を不用意に使い、後世に差額地代の

価値源泉をめぐる問題を残したといえよう。 

 

第 5節 差額地代の価値源泉とその価値実現過程 
 
1．単純商品生産段階 

 差額地代の価値源泉問題は、既述のように「差額地代 = 市場価値－個別

的価値」という地代算定方式のもとに生じた。すなわち、農業部門において

は市場価値が 劣等地の個別的価値によって規定され、市場価値の総計は個

別的価値の総計を超える。そのとき、両者の差異として形成される差額地代

は価値なき価格となるのではないかという問題提起であった。この問題提起

は、既述のように次の3点を前提にしている。 

① 個別的価値の総計 = 価値実体 

② 農産物の市場価値 = 限界価値( 劣等地の個別的価値) 

③ 差額地代 = 市場価値－個別的価値 

 この中で、①の前提が正しいことを、第2節で明らかにした。②は第3節

及び第4節で検討した結果、誤りであるといえる。なぜなら、市場価値は基

本的に平均価値(ある生産部門に於ける諸商品の平均価値)を意味し、限界価

値( 劣等地の個別的価値)ではないからである。ただし、②の意味する市場

価値の内容が平均価値ではなく、単に市場価格の動揺の中心(調整的市場価

格)を表すにすぎないとすれば、②式は「調整的市場価格 = 劣等地の個別

的価値」と書き換えられるべきであろう。なお、以下、本節では調整的市場

価格を単に市場価格と表現する。そうすれば、③式の差額地代の算定方式も

同様に「市場価値－個別的価値」ではなく、「市場価格－個別的価値」となる。

単純商品生産段階では、諸商品は価値通りの販売となり、市場価格はその商

品の平均価値(市場価値)となるが、差額地代発生後の農産物の場合は、市場

価格が農産物の平均価値(市場価値)ではなく 劣等地の個別的価値となる。
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したがって、上述の式は次のように書き換えられる。 

① 個別的価値の総計 = 価値実体 

② 農産物の市場価格 = 限界価値( 劣等地の個別的価値) 

③ 差額地代 = 市場価格－個別的価値 

 差額地代の算定方式をこのように書き換えると、差額地代の源泉問題はい

っそう明瞭になる。すなわち、「差額地代の総計 = 市場価格の総計(総価格)

－個別的価値の総計(総価値) > 0」となり、農業部門には価値を超える価格が

形成され、差額地代は価値なき価格となるからである。したがって、差額地

代の価値源泉は農業部門に求められず、他部門に求めざるを得ない。ところ

が、他部門では総価値(個別的価値の総計) = 総価格 (「市場価値 = 平均価値」

× 商品総量)という関係が成立しているとすれば、差額地代を形成する価値部

分が他部門には残されていないことになる。そこにこの問題解決の困難性が

あったといえよう。 

この問題を明らかにするため、(社会的)総資本による剰余価値の分配が、

差額地代の形成前後でどのように変化するかということを見ることにしよう。 

はじめに、差額地代を含む諸地代が農業部門に形成されない場合を想定す

る。すなわち、農業部門にはどのような種類の制限(土地所有の独占、自然力

の独占 = 優等地利用の制限など)も存在しない場合である。その場合、単純

商品生産段階では農産物も他の商品と同様にその市場価格は該当部門の平均

価値(該当部門の個別的価値と表では表現)によって規定される。 

以上の観点から、ここに二つの相異なる生産部門をとり、その二つの資本

をもって社会全体の総資本を形成するものと仮定しよう。その中で部門Aを

農業部門とする。さらに、次のように仮定する。諸資本の回転期間はすべて

年 1 回とし、諸資本の有機的構成は表 1-1 のようにする。なお、剰余価値率

は100%としよう。そうすれば、表1-1にみられるように、ここでは総価値(個

別的価値の総計)と総価格(総市場価格)が一致するのみではなく、各生産部門

に於ける商品の価値と価格も一致する。 

次に、人口の増加により農産物への需要が増加し、農産物価格が上昇した

としよう。そのとき、より劣等な土地が耕作されることによってのみ農産物

が供給され得るものとする。その場合、新たな劣等地に於ける生産物の個別

的価値が市場価格となり、市場価格を調整する(ただし、土地所有の独占によ
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って生じる絶対地代を捨象する)。なお、両者の耕作土地面積を1エーカーと

し、投下資本も同じく100シリングとしよう。そして、生産物量は優等地(A1)

で 2 クオータ、劣等地(A2)で 1 クオータとする。さらに投下資本の有機的構

成及び資本の回転期間は表1-1と同じとし、剰余価値率も同じく100%とする。 

 そのとき、新たな劣等地に於ける生産物の個別的価値は表 1-2 のように 1

クオータ当り140シリングとなり、それが市場価格となる。したがって、優

等地A1では2クオータの生産物があるため、1エーカー当りの総市場価格は

280シリングとなり、140シリングの差額地代が生じることになる。 

なぜなら、優等地A1に於ける1エーカー当りの差額地代は「市場価格280

シリング－個別的価値140シリング = 140シリング」となるからである。 

農業部門全体の差額地代も同様に「市場価格の総計420シリング－個別的

価値の総計280シリング = 140シリング」となる。そのとき、この個別的価

値の総計(280 シリング)を超えて形成される差額地代部分(140 シリング)がど

こからどのようにしてもたらされるのか、という問題が生じる。 

表 1-1 単位：シリング

部門 投下資本 剰余価値 個別的価値 市場価格 差額地代

A 60c + 40v = 100 40 140 140 0

B 80c + 20v = 100 20 120 120 0

計 200 60 260 260 0

表1-2              単位：エーカー、シリング、クオータ

土地

種類 

土地

面積 

投下

資本 

剰余

価値 

個別

的価

値 

生

産

物 

1 クオー

タ 当 り

市 場 価

格 

1エーカー当り

市場

価格 

差額

地代 

A1 1 100 40 140 2 140 280 140

A2 1 100 40 140 1 140 140 0

計 2 200 80 280 3   － 420 140
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 この場合、すくなくとも農業部門にその価値部分を求めることは出来ない。

そこで、再び社会全体(全産業部門)の中で剰余価値の生産と分配の関係を見

ることにしよう。すなわち、農業部門に差額地代が発生することによって、

社会全体の剰余価値の生産と分配のあり方がどのように変わるかということ

である。 

差額地代が発生する前の社会全体の剰余価値の生産と分配の関係は表 1-1

のように仮定した。すなわち、そこでは社会全体の総価値と総価格が一致す

るだけではなく、各生産部門に於ける商品の価値の総計と市場価格の総計が

一致するということである。いいかえれば、各生産部門において生産される

剰余価値部分は各々の生産部門内に分配されるということである。 

ところで今、人口の増加によって農産物の需要が増大し、その結果、より

劣等な土地が耕作されて差額地代が生じることになったとしよう。その場合、

農業部門への投資額は差額地代形成前の2倍(100シリングから200シリング)

になり、農産物量は1.5倍(2クオータから3クオータ)に増大した。他方、人

口の増加は農産物のみならず非農産物への需要も増大させる。その場合、仮

に非農産物への需要が 2 倍に増大し、非農業部門への投下資本額も 2 倍(100

シリングから200シリング)になったとしよう。この場合、技術の発展段階は

一定とする。そうすれば、表 1-1 の各生産部門に於ける価値と市場価格との

関係は表1-3のように変化する。 

 その結果、社会全体の総価値(個別的価値の総計)は 520 シリングであるに

も関わらず、市場価格の総計は660シリングになっている。この不一致はい

うまでもなく差額地代の発生に伴う現象である。差額地代が発生する前は、

社会全体の総価値(個別的価値の総計260シリング) = 総市場価格(260シリン

表1-3  単位：シリング

部門 
投下

資本 

剰余

価値 

個別的

価値 

市 場

価格 

差額地代

(超過剰余

価値) 

総剰

余価

値 

A 200 80 280 420 140 220

B 200 40 240 240 0 40

計 400 120 520 660 140 260
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グ)であった。しかし、今や社会全体の総価値(520シリング)は総市場価格(660

シリング)と数量的に一致しない。また、社会全体の剰余価値の合計(120シリ

ング)も差額地代を含めた総剰余価値(260 シリング)と一致しない。このよう

に、表面的には価値と価格の不一致が社会全体において生じている。 

しかし、実質的には社会全体の総価格は総価値によって規制されるはずで

あるし、また差額地代を含む総剰余価値260シリングは社会全体の剰余価値

120 シリングによって規制される。このことは、いいかえれば表 1-3 の総市

場価格660シリングの内実は520シリングの価値にすぎず、また差額地代を

含む 260 シリングの総剰余価値の内実は、120 シリングの剰余価値量にすぎ

ないといえる。 

ここで、差額地代発生後の表面的な剰余価値量(剰余価値の数量を正しく反

映していない剰余価値量)を名目的剰余価値と呼び、剰余価値の数量を正しく

反映している剰余価値量を実質的剰余価値と呼べば、表 1-3 に於ける両者の

関係は表 1-4 のように表される。すなわち、名目的な総剰余価値 260 シリン

グに対して実質的な総剰余価値は120シリングということである。したがっ

て、表1-4に表されている部門Aの名目的な差額地代額140シリングは、じ

つは65シリング( = 140 × 120 / 260)の内実(剰余価値量)を含んでいるにすぎな

い。この差額地代を形成する剰余価値部分はどこからもたらされるものであ

ろうか。それは資本家が取得する平均剰余価値率の低下によってもたらされ

たといえよう。 

 差額地代が形成される前の表1-1では、平均剰余価値率は30 % (200シリン

グの社会的総資本に対し、60 シリングの剰余価値)であった。ところが差額

地代形成後の表1-4では、資本家が取得する平均剰余価値率は13.8 % (400シ

表1-4                      単位：シリング

部門 
剰余

価値 

名目的剰余価値 実質的剰余価値 

剰余

価値 

差額

地代

総剰余

価値 

剰余

価値 

差額

地代 

総剰余

価値 

A 80 80 140 220 37 65 102 

B 40 40 0 40 18 0 18 

計 120 120 140 260 55 65 120 
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リングの社会的総資本に対し、実質的な剰余価値の総額は 55 シリング)に低

下している。その結果、両者の差額の16.2 % の剰余価値部分65シリング(= 

400 × 16.2 / 100)が差額地代を形成する剰余価値部分に回されたといえる。 

したがって、差額地代の価値源泉は社会全体(全産業部門)で生産された剰

余価値の一部分であり、それは社会的総資本の平均剰余価値率(資本家が取得

する剰余価値率)を低めることによってもたらされているといえる。 

 

2．資本制商品生産段階 

 じつは、第1節で述べたように、この問題提起の前提になっている差額地

代の算定方式自体に問題があった。差額地代の算定方式は、資本制商品生産

段階を前提にするとき、基本的には「市場価格( 劣等地の個別的価値)－個

別的価値」ではなく、「市場価格－個別的生産価格」である(拙稿1974年「地

代算定方式について」農業経済研究第 46 巻第 3 号、126～133 頁。及び本稿

の第 5 章第 2 節を参照)。しかし、一定の条件のもとで数量的に両者(両地代

算定方式)が一致する場合はあり得る。ここではその場合を取り上げて、差額

地代の源泉と価値実現過程を明らかにしたい。「市場価格( 劣等地の個別的

価値)－個別的価値 = 差額地代」という算定方式のもとでのみ、この問題は

より鮮明になるからである。 

 この問題を明らかにするため、前項と同様に(社会的)総資本による剰余価

値の分配が、差額地代の形成前後でどのように変化するかということを見る

ことにしよう。 

はじめに、差額地代を含む諸地代が農業部門に形成されない場合を想定す

る。すなわち、農業部門にはどのような種類の制限(土地所有の独占、自然力

の独占 = 優等地利用の制限など)も存在しない場合である。その場合、全産

業部門で資本の自由競争が行われることになり、各部門の商品の市場価格は

生産価格によって規定される。なお、諸商品の価値と生産価格の関係を見る

と、諸資本の有機的構成や回転期間の相違から、一般的に個々の生産部門で

両者は一致せず、ただ社会全体の諸商品の総価値と総生産価格とが一致する

のみである。しかし、ここでは考察を容易にするために、個々の生産部門の

商品においてもその価値と生産価格は一致するものと仮定する。すなわち、

諸資本の有機的構成や資本の回転期間が個々の生産部門間で同一と仮定する。 
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以上の観点から、ここに二つの相異なる生産部門をとり、その二つの資本

をもって社会全体の総資本を形成するものと仮定しよう。その中で部門Aを

農業部門とする。さらに、次のように仮定する。諸資本の回転期間はすべて

年 1 回とし、諸資本の有機的構成は表 1-5 のようにする。なお、剰余価値率

は 100%としよう。そうすれば、同表にみられるように、ここでは総価値と

総生産価格が一致するのみではなく、各生産部門に於ける商品の価値と生産

価格も一致する。 

 

表1-5  単位：シリング

部

門 
投下資本 

剰余

価値

個別的

価値 

平均

利潤 

個別的生

産価格 

市場生

産価格 

差額

地代

A 80c + 20v = 100 20 120 20 120 120 0

B 80c + 20v = 100 20 120 20 120 120 0

計 200 40 240 40 240 240 0

 

 次に、人口の増加により農産物への需要が増加し、農産物価格が上昇した

としよう。そのとき、より劣等な土地が耕作されることによってのみ農産物

が供給され得るものとする。その場合、新たな劣等地に於ける生産物の個別

的生産価格が市場価格となり、市場価格を調整する(ただし、土地所有の独占

によって生じる絶対地代を捨象する)。なお、両者の耕作土地面積を1エーカ

ーとし、投下資本も同じく100シリングとしよう。そして、生産物量は優等

地(A1)で2クオータ、劣等地(A2)で1クオータとする。さらに投下資本の有機

的構成及び資本の回転期間は表1-5と同じとし、剰余価値率も同じく100%と

する。 

そのとき、新たな劣等地に於ける生産物の個別的生産価格は表 1-6 のよう

に1クオータ当り120シリングとなり、それが市場生産価格となる。したが

って、優等地A1では2クオータの生産物があるため、1エーカー当りの総市

場生産価格は 240 シリングとなり、120 シリングの差額地代が生じることに

なる。なぜなら、優等地A1に於ける1エーカー当りの差額地代は「市場生産

価格240シリング－個別的生産価格120シリング = 120シリング」となるか
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らである。 

農業部門全体の差額地代も同様に「市場生産価格の総計360シリング－個

別的生産価格の総計240シリング = 120シリング」となる。このことは、表

1-6の場合「市場価格の総計360シリング－個別的価値の総計240シリング= 

差額地代の総計120シリング」という前述の差額地代の算定方式に置き換え

ることが出来る。そのとき、この個別的価値の総計(240シリング)を超えて形

成される差額地代部分がどこからどのようにしてもたらされるのか、という

問題が生じる。 

 

表1-6                        単位：エーカー、シリング、クオータ 

土

地

種

類 

投下 

資本 

剰

余

価

値 

個別

的価

値 

平

均

利

潤 

生

産

物

個別

的生

産価

格 

1クオー

タ当り

市場生

産価格 

1エーカー当り 

市場

生産

価格 

差額

地代 

A1 100 20 120 20 2 120 120 240 120 

A2 100 20 120 20 1 120 120 120 0 

計 200 40 240 40 3 240   － 360 120 

注：新たな劣等地 A2が導入される前の農産物の市場価格は土地 A1の生産

物の個別的生産価格が市場価格を規定するため、1クオータ当り60シ

リングとなる。しかし、農産物の需要の増大により劣等地A2が導入さ

れることによって、農産物の市場価格は1クオータ当り60シリングか

ら120シリングへ上昇している。 

 

この場合、すくなくとも農業部門にその価値部分を求めることは出来ない。

そこで、再び社会全体(全産業部門)の中で剰余価値の生産と分配の関係を見

ることにしよう。すなわち、農業部門に差額地代が発生することによって、

社会全体の剰余価値の生産と分配のあり方がどのように変わるかということ

である。 

 差額地代が発生する前の社会全体の剰余価値の生産と分配の関係は表 1-5
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のように仮定した。すなわち、そこでは社会全体の総価値と総生産価格が一

致するだけではなく、各生産部門に於ける商品の価値の総計と生産価格の総

計が一致するということである。いいかえれば、各生産部門において生産さ

れる剰余価値部分は各々の生産部門内に分配されるということである。 

ところで、今人口の増加によって農産物の需要が増大し、その結果、より

劣等な土地が耕作されて差額地代が生じることになった。その場合、農業部

門への投資額は差額地代形成前の2倍(100シリングから200シリング)になり、

農産物量は1.5倍(2クオータから3クオータ)に増大した。他方、人口の増加

は農産物のみならず非農産物への需要も増大させる。その場合、仮に非農産

物への需要が2倍に増大し、非農業部門への投下資本額も2倍(100シリング

から200シリング)になったとしよう。この場合、技術の発展段階は一定とす

る。そうすれば、表 1-5 の各生産部門に於ける価値と市場生産価格との関係

は表1-7のように変化する。 

その結果、社会全体の総価値(個別的価値の総計)は 480 シリングであるに

も関わらず、市場生産価格の総計は 600 シリングになっている 1)。この不一

致はいうまでもなく差額地代の発生に伴う現象である。差額地代が発生する

前は、社会全体の総価値(個別的価値の総計240シリング) = 総市場生産価格

(240 シリング)であった。また、社会全体の総剰余価値(40 シリング) = 総利

潤量(40 シリング)という等式も成立していた。しかし、今や社会全体の総価

値(480 シリング)は総市場生産価格(600 シリング)と数量的に一致しない。ま

た、社会全体の総剰余価値(80シリング)も総利潤量(200シリング)と一致しな

い。このように、表面的には価値と価格の不一致が社会全体において生じて

いる。 

表1-7       単位：シリング 

部門 
投下

資本 

剰余

価値

個別的

価値 
平均

利潤

個別的

生産価

格 

市場生

産価格

差額

地代 

総利潤 

A 200 40 240 40 240 360 120 160 

B 200 40 240 40 240 240 0 40 

計 400 80 480 80 480 600 120 200 
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注1) ここでは、部門 A の市場価格の一方的上昇(価値の増加を伴わな 

い価格上昇)が、単に利潤部分(平均利潤および超過利潤)の名目的上

昇としてのみ現れるように仮定している。それは、剰余価値の生産

と分配の関係をより純化した形でとらえるためである。しかし、実

際にはそれは費用価格の名目的上昇を伴って現れる。すなわち、部

門Aの商品が農産物のような生活必需品である場合、その価格上昇

は可変資本への投下額を増大させ、費用価格の上昇を伴うからであ

る。この点については、姜昌周著「再生産構造と地代理論」(青木書

店、1993年、3～35頁)を参照。 

     なお、前項の「1．単純商品生産段階」においても同様な仮定を

設けているが、注記を割愛している。すなわち、部門 A の市場価

格の一方的上昇(価値の増加を伴わない価格上昇)が、単に剰余価値

部分の名目的上昇としてのみ現れるように仮定し、費用価格の上昇

を捨象している。考察を容易にするためである。 

 

しかし、実質的には社会全体の総価格は総価値によって規制されるはずで

あるし、また社会全体の利潤量(差額地代を形成する超過利潤量を含む)は総

剰余価値量によって規制される。このことは、いいかえれば表 1-7 の総市場

生産価格600シリングの内実は480シリングの価値にすぎず、また200シリ

ングの総利潤量(平均利潤量80シリングと差額地代を形成する超過利潤量120

シリング)の内実は、80シリングの剰余価値量にすぎないといえる。 

ここで、差額地代発生後の表面的な利潤量(剰余価値の数量を正しく反映し

ていない利潤量)を前述のように名目利潤と呼び、剰余価値の数量を正しく反

映している利潤量を実質利潤と呼べば、表 1-7 に於ける両者の関係は表 1-8

のように表される。すなわち、名目的な総利潤量200シリングに対して実質

的な総利潤額は80シリングということである。したがって、表1-8に表され

ている部門 A の名目的な差額地代額 120 シリングは、じつは 48 シリング(= 

120 × 80 / 200)の内実(剰余価値量)を含んでいるにすぎない。この差額地代を

形成する剰余価値部分はどこからもたらされるものであろうか。それは平均

利潤率の低下によってもたらされたといえよう。 

 差額地代が形成される前の表1-5では、平均利潤率は20% (200シリングの
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社会的総資本に対し、40 シリングの平均利潤)であった。ところが差額地代

形成後の表1-8では、平均利潤率は8% (400シリングの社会的総資本に対し、

実質的な平均利潤総額は 32 シリング)に低下している。その結果、両者の差

額の12% の利潤部分48シリング( = 400 × 12 / 100)が差額地代を形成する剰

余価値部分に回されたといえる。 

したがって、差額地代の価値源泉は社会全体(全産業部門)で生産された剰

余価値の一部分であり、それは社会的総資本の平均利潤部分の剰余価値量を

低めることによってもたらされているといえる。 

 
表1-8                    単位：シリング

部門 
剰余

価値 

名目利潤 実質利潤 

平均

利潤

差額

地代 

総利

潤 

平均

利潤 

差額

地代 
総利潤 

A 40 40 120 160 16 48 64 

B 40 40 0 40 16 0 16 

計 80 80 120 200 32 48 80 
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第 2 章 差額地代の諸形態とその本質 
 

第 1節 視角 
 

従来、差額地代第Ⅰ形態や第Ⅱ形態をめぐって種々の論議がなされてきた。

たとえば、差額地代第Ⅰ形態について見ると、上向序列(耕作が劣等地から優

等地へ進行する場合)を含むか否かということがあり、第Ⅱ形態について見る

と、追加投資の限界は既存投資と合体した平均利潤で規制されるのか、ある

いは単独の平均利潤で規制されるのかということ、さらに第Ⅱ形態では追加

投資の生産性増加や生産性不変の場合を含むのか(いいかえれば技術改善の

場合を含むのか否か)という問題などがある。また、両形態に関わる問題とし

て、両者の区別をどのようにするのか、あるいは両形態が現実にもつ意味は

何であるのか(存在形態か運動形態か)等々の諸問題が挙げられている。 

 それらの問題が生じるのは、基本的には差額地代第Ⅰ形態や第Ⅱ形態の本

質が何であるのかということ、及びその量的規定がどのようになされるのか

ということが、一般的に明確にされていないことを示しているといえよう。 

 そこで、ここでは上記の諸問題について個々に検討するのではなくて、差

額地代第Ⅰ形態や第Ⅱ形態の本質は何であり、その量的規定はどのようにな

されるのか、ということを中心に検討する。それに関与する範囲内で上記の

問題の一部にも触れる。 

 

第 2節 差額地代第Ⅰ形態及び第Ⅱ形態の前提とその意味 
 

1．概念構成の相違 

 差額地代第Ⅰ形態及び第Ⅱ形態の概念規定に触れる前に、差額地代の一般

的概念を明確にしておこう。差額地代は「独占されうる自然力の資本による

利潤から生ずる」(資本制商品生産段階を前提)といわれている。そのような

定義を与えた人はいうまでもなくマルクスである(資本論、第3巻・第6編・

第38章、参照) 。マルクスは資本論の中でその点について、次のような意味

の注釈を付けている。第一に、この自然力の所有は資本の生産過程自体によ
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って作出され得ない投下資本の高い生産力の一条件を形成するということ。

第二に、この自然条件は自然力のうちにただ局部的にのみ存在するというこ

と。さらに付言すれば、このような「独占されうる自然力」は、常に土地に

付着するということである。 

 以上の点を前提にして、差額地代は独占された自然力を支配する個別資本

の個別的生産価格と、当該生産部門で一般的に投下される資本の一般的生産

価格(市場生産価格)との差額から生ずるとマルクスは説明している。このよ

うな差額地代の一般的概念規定について、何ら疑問をはさむ余地はないであ

ろう。事実、後世の諸学者も若干の表現上の差異はあるが、ほぼ同一の概念

規定を与えている。このような差額地代は、一般的には農業においてもっと

も特徴的に現れる。そこで、マルクスは一般的な差額地代の概念について落

流を利用した工場の引例から説明した後、本来の農業に於ける差額地代の考

察に移っている。 

 農業に於ける差額地代の考察は、一般的に差額地代第Ⅰ形態や第Ⅱ形態に

分けて行われている。そのような方法を定式化したのもマルクスである。マ

ルクスは資本論(第3巻第6編第39～40章)の中で、差額地代第Ⅰ形態及び第

Ⅱ形態について次のようにいう。差額地代第Ⅰ形態とは、同一面積の種々の

土地に等量の資本を投下した場合に生ずる生産性の格差であり、差額地代第

Ⅱ形態とは、同じ土地に相次いで資本が投下される場合に生ずる諸資本の生

産性の格差であると述べている。いいかえれば、生産性を異にする諸資本量

が相並んで異なる諸地片に投じられる場合が第Ⅰ形態であり、同じ地片に相

次いで投じられる場合が第Ⅱ形態ということになる。 

 そのときの各々の前提条件を整理すると、表2-1のようになる。すなわち、

差額地代第Ⅰ形態は土地条件(豊度や位置)が異なるのみであり、土地面積や

投下資本量は一定と前提されている。それに対し、差額地代第Ⅱ形態は基本

的に投下資本量のみを変化させ、その影響を考察しているといえよう。他の

条件(土地条件や土地面積)の相違による差額地代への影響は、ここでの直接

の考察対象ではないため、それらの相違は基本的には捨象しているとみなし

得る。ただし、土地面積はそのため常に一定にしているが、土地条件は一定

の場合だけではなく、変化する場合も取り入れて考察している。したがって、

土地条件についてはとくに前提を設けていないといえる。 
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表2-1   

 

前提条件 結 果 

土地条件 土地面積 投下資本量
投下資本

の生産性 

差額地代第Ⅰ形態 相違 一定 一定 相違 

差額地代第Ⅱ形態 － 一定 相違 相違 

差額地代一般 相違 － － 相違 

 

 なお、差額地代一般の場合の前提条件についていえば、土地条件が相違す

るということのみであり、土地面積や投下資本量についてはとくに前提を設

けてはいないとみなし得る。資本論を例にとると、マルクスは差額地代の総

論(資本論第3巻第6編第38章)の中で、差額地代の一般的発生要因として「独

占されうる自然力」の存在のみを挙げている。それは、いいかえれば資本が

「独占しうる自然力」を利用した場合、そこに差額地代一般が生じることを

意味しているといえよう。資本が「独占しうる自然力」を利用するというこ

とは、諸資本が利用する自然条件には差異があり、それが生産性の格差をも

たらすということである。農業に限っていえば、自然条件の差異とは基本的

に土地条件の差異を意味している。したがって、農業に於ける差額地代一般

の前提条件は、土地条件の相違のみといえよう。それに対し、差額地代第Ⅰ

形態や第Ⅱ形態では、なぜ土地面積を一定とし、また第Ⅱ形態ではさらに投

下資本量を一定とするような前提を加えたのであろうか。その点について、

次に検討しよう。 

 

2．投下資本一定及び土地面積一定の意味 

 初に、投下資本一定のもつ意味について見よう。それを見るためには、

逆に投下資本量のみを変化させ、それが差額地代の形成にどのような影響を

与えているかを見れば良い。すなわち、面積一定、土地条件を一定にして、

投下資本量のみを変化させ、それが超過利潤量の形成にどのような影響を与

えているかということである。さらに、考察上の便宜のため、農業技術が一

定という前提を付け加えることにしよう。 

 以上の前提のもとに、投下資本量の変化による超過利潤形成への影響を見
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ると、図 2-1 のようになる。図 2-1 では、X 軸に投下資本量をとり、Y 軸に

限界粗収益(追加投資 1 単位量当りの市場販売価格)をとった。そのとき、投

下資本量の増加に伴い限界粗収益は漸増し、ある一定の点(b)を過ぎると漸減

する。それは収穫逓減の法則が作用するからである。 

 なお、単位投下資本量当りの生産価格(費用価格 + 平均利潤)をPとすれば、

限界粗収益がPの水準を上回るとき始めて、追加投資による超過利潤(斜線部

分②)が形成されることになる。他方、投下資本量が a点に達する以前や c点

を超えるときには、逆に追加投資1単位量当りの超過利潤はマイナス(斜線部

分①及び③)となる。このように農業の場合、投下資本量の相違によって超過

利潤の形成は大きな影響を受ける。 

 したがって、投下資本量を一定とする意味は、投下資本量の相違が超過利

潤の形成に及ぼす影響を捨象するということである。いいかえれば、投下資

本量の相違が差額地代の形成に及ぼす影響を捨象するということである。 

 次に、面積を一定にする意味について見よう。その点の考察方法としては、

前述と同様に他の条件を一定にして面積のみを変化させ、それが差額地代の

形成にどのような影響を与えるかということについて見る。他の条件とは土

地条件(豊度や位置)及び資本条件(投下資本量)である。それらの条件を一定に

して土地面積を変化させた場合、超過利潤の形成にどのような影響を与える 
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限
界
粗
収
益 

①

②

③

a b ｃ

投下資本量 

図 2-1 投下資本量の変化による超過利潤形成へ
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であろうか。このことは、いいかえれば同一の資本量を異なった土地面積へ

投下した場合(土地条件は同一)、超過利潤の形成はどのようになるかという

ことに還元出来る。 

 以上の前提のもとで、土地面積の変化による超過利潤形成への影響を見る

と、図 2-2 のようになる。図 2-2 では、X 軸に土地面積をとり、Y 軸に粗収

益をとった。そのとき、一定の資本量を a点より小さい面積に投下した場合、

過剰投資となり、その粗収益は生産価格Pの水準以下(超過利潤は形成されず、

利潤はあっても平均利潤以下)となるであろう。さらに a点を超えるより大き

な土地面積へ同一の資本量が投下される場合、粗収益は生産価格水準を超え

て超過利潤を形成することになる。そして、その超過利潤はb点の土地面積

で 大となり、その点を超えると超過利潤は再び減少し(単位面積当りの投下

資本量が過小投資となるため)、c点を超えると、粗収益は再び生産価格以下

になる。このように、一定の資本を異なる土地面積(同一土地条件)へ投下し

ていく場合、その超過利潤は様々に異なる。いいかえれば、土地条件(豊度や

位置)は同じでも、土地面積の変化によって、同一の投下資本量に対する超過

利潤量は異なってくるということである。したがって、土地面積を一定にす

るという意味は、土地面積の相違が超過利潤の形成に及ぼす影響を捨象する 
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経営土地面積 

図2-2 経営土地面積の変化による超過利潤形成への影響 
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ということである。 

 このように、投下資本量や土地面積を一定にするという意味は、それぞれ

の変化が差額地代量(超過利潤量)の形成に及ぼす影響を捨象するためである。 

 

3．差額地代第Ⅰ形態及び第Ⅱ形態の意味 

 このように農業の場合、土地条件(豊度や位置)のほかに投下資本量や土地

面積の相違が、差額地代の形成に影響を与える。しかし、投下資本量や経営

土地面積は土地条件とは異なって、資本の力で容易に左右出来るものである。

すなわち、投下資本量の増減や経営土地面積の増減は、資本家の意思によっ

てある範囲内(無限ではなく、有限の意)で可能である。しかし、土地条件の

変化は資本家の意思によって容易になし得るものではない。その意味で土地

条件の相違こそが農業の場合、差額地代形成の基本的要因といえる。そこで、

土地条件の相違による差額地代の形成を純粋な形で取り上げて考察する必要

がある。そのためには投下資本量の相違や土地面積の相違による差額地代へ

の影響は捨象しなければならない。そこで、マルクスは差額地代第Ⅰ形態と

称して土地面積や投下資本量を一定にして、土地条件の相違による差額地代

の形成を純粋な形で考察したといえよう。このように、差額地代第Ⅰ形態と

は「独占されうる自然力」の資本量によって生ずる差額地代の形成を純粋な

形で農業に適用して考察したものといえる。 

 しかし、現実の農業に於ける差額地代の量は、前述のように単に土地条件

の相違によってのみ規定されるものではない。それは投下資本量の相違や土

地面積の相違によって異なってくる。そこで、マルクスは差額地代第Ⅱ形態

と称して投下資本量の相違による差額地代量の変化を考察したものとみなし

得る。それによって土地条件の相違以外の差額地代の量的変動要因を明らか

にしたといえる。現実に形成される農業の差額地代は、さらに経営土地面積

の大きさによっても影響を受ける。それは前掲の図2-2に示した通りである。

しかし、マルクスは投下資本量の変化による差額地代の量的変化は取り上げ

ているが、経営土地面積の変化による差額地代の量的変化は取り上げていな

い。それはなぜであろうか。 

 じつは、経営土地の面積差による差額地代の量的変化は、投下資本量の相

違による差額地代の量的変化と基本的には同一の関係にあるからといえよう。
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すなわち、一定の土地面積に異なった資本量を投下する場合と、一定の資本

量を異なった土地面積に投下する場合とは裏腹な関係にあるからである。具

体的にいえば、「a」という広さをもつ土地面積に資本量を「b」、「2b」、「3b」

と投下していくということは、いいかえれば「b」という資本量を「a」、「a / 2」、

「a / 3」というように異なった土地面積へ投下していくということに置き換

えられ、同一の内的関係を示すからである。もっとも、各々が現実にもつ意

味は大きく異なってくるため、実際には同一視することは出来ない。 

 たとえば、資本家が一定の土地面積に資本を集積していく過程を、逆に資

本家が投下資本量を一定にして経営土地面積を縮小していく過程とみなすこ

とは出来ない。しかし、抽象的には両者は同一の内的関係(超過利潤量への影

響)を有するため、差額地代の量的形成へ与える影響も基本的には同一とみな

し得る。したがって、投下資本量の変化による差額地代への影響を考察すれ

ば、経営土地面積の変化による差額地代形成への影響を考察することは、理

論的には不要といえる。 

 以上のように、差額地代第Ⅰ形態とは土地条件の変化による差額地代の形

成を純粋に考察したものであり、投下資本量の相違や土地面積の相違による

差額地代形成への影響を全く捨象したものである。その意味で差額地代第Ⅰ

形態は現実からの抽象形態といえる。差額地代第Ⅱ形態は投下資本量の相違

による差額地代の量的変化を考察したものである。したがって、差額地代第

Ⅱ形態は第Ⅰ形態に比べて、より現実に近づいたとはいえ、土地面積を一定

にし、土地面積の相違による差額地代の形成への影響を捨象しているため、

やはり一つの抽象的形態といえる。 

 現実の差額地代は土地条件の相違と投下資本量の相違、さらには経営土地

面積の相違によって様々に異なり、三者の要因が結合して一つの農業経営体

の土地利用に対する差額地代を形成している。ただ、差額地代の量的形成の

メカニズムの説明は、差額地代第Ⅰ形態及び第Ⅱ形態をもって理論的に究明

されたといえる。なぜなら、残された土地面積の相違による差額地代の量的

形成への影響は、すでに差額地代第Ⅱ形態で考察された投下資本量の相違に

よる差額地代の量的形成への影響と本質的に同一のものとみなし得るからで

ある。 
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4．差額地代第Ⅰ形態及び第Ⅱ形態の現実からの抽象化方法 

 差額地代第Ⅰ形態や第Ⅱ形態は、現実の農業資本の運動による差額地代の

量的形成をどのような形で抽象化したものであろうか。現実には不等の資本

量が種々の不等の土地面積に対して投下される。 

その場合の差額地代第Ⅰ形態についてマルクスは資本論の中で次のように

いう。「……この超過利潤は、二つの同等分量の資本及び労働が同等面積の土

地で不等な結果をもって就業させられる場合には、地代に転形される。それ

はともあれ、この超過利潤が同等分量の就業資本の不等な結果から発生する

ということは、けっして無条件的に必要ではない。相異なる施設で不等な
．．．

大

きさの諸資本
．．．

が就業させられることもありうる。むしろこうしたことこそ、

たいていの場合は前提である。だが、同等な比率
．．．．．

的諸部分、つまり例えば各

資本中の百ポンドが、不等な結果
．．．．．

を生ずる。すなわち、利潤率が相違する。」

と(マルクス著、長谷部文雄訳「資本論」第5巻、青木書店、1954年、913頁。

ただし、傍点は小栗)。 

さらに別の個所で次のようにもいう。「吾々はまず第1に、同等面積の相異

なる地所に充用された、同等分量の資本の不等な収穫について考察しよう。

または、面積が不等
．．．．．

な場合には、同等の大き
．．．．．

さの面積
．．．．

の土地について計算さ
．．．

れた収穫
．．．．

を考察しよう。」(前掲書、915 頁、ただし、傍点は小栗)と。このよ

うにマルクスは、差額地代第Ⅰ形態の考察に当って、各資本の投下量や投下

面積が様々に異なる場合、それぞれを等しくなるように計算し、それと比例
．．

的に諸結果
．．．．．

を換算すれば良いという意味のことを述べている。 

それに対し、日高晋は「資本の量を同一にするのに加えて土地面積まで同

一にすることによって、還元の問題はたいへんに厄介なものになる」(日高晋

著「地代論研究」時潮社、1962 年、41 頁)として、両者の還元不可能な場合

を示す。そこで、ここでは日高晋の引用例を参考にしながら、両者の還元が

不可能かどうかということについて見ることにしよう。 

日高は、次のような具体例をその点に関して取り上げている。「ある土地で

は 5 単位面積に 1000 ポンドが投下されており、別の土地では 4 単位面積に

900 ポンドが投下されているとする。つまり『異なった投資場面で不等の大

きさの資本が用いられる』わけである。そこで『等しい比例部分、つまり例

えば各資本中の100ポンド』の結果について比べようとすると、『同じ土地面
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積』ではなくなる。一方の100ポンドについては5 / 10単位、つまり0.5単位

の面積の土地が対応し、他方の100ポンドについては4 / 9単位も面積の土地

が対応するからである」と(前掲書、42頁)。 

このように、日高の立論とマルクスの立論とを対比すれば、日高の立論の

中にはマルクスの立論の中の一つの重要な部分が欠落していることがわかる。

すなわち、各資本の結果
．．

(生産物量または収入金額)との対比が欠落している

ということである。マルクスは不等の資本量や不等の土地面積を比例還元し

て同一にする場合、各資本の結果をそれに伴い比例還元するという点を挙げ

ている。差額地代は各資本の結果として形成されるため、それは当然のこと

であろう。 

したがって、各資本の結果との比例還元を抜きにして「資本量や土地面積

の両方を等しいものに還元することは不可能である」といっても無意味であ

る。さらにいえば、不等の資本量や不等の土地面積を同時に
．．．

同一のものへ比

例還元する必要はどこにもない。不等の資本量の相等しい諸比例部分が不等

な結果を与え、また不等の土地面積の相等しい諸比例部分が不等の結果を与

えているとすれば、各々の等しい資本量や等しい土地面積に対して計算され

た結果を比較すれば良い。 

そこで、日高の前述の具体例を取り上げて、そこへ各資本の結果を付記し

て考察し直してみよう。仮に、1000ポンドを5単位の土地面積に投資した結

果、土地Aでは100クオータの生産物があり、900ポンドを4単位の土地面

積に投資した結果、土地Bでは180クオータの生産物があったとしよう。そ

うすれば、まず各資本100ポンドに対する投資結果を比例還元して見ると、

土地Aでは10クオータ(100クオータ× 100 / 1000)、土地Bでは20クオータ

(180クオータ× 100 / 900)の生産物があることになる。次に、土地面積を1単

位にしてその投資結果を比例還元すると、土地A では 2 クオータ(10 クオー

タ× 1 / 5単位)、土地Bでは5クオータ(20クオータ× 1 / 4)となる。したがっ

て、100 ポンドの資本量を 1 単位の土地面積に投下した場合、土地A では 2

クオータ、土地Bでは5クオータの生産物を計算上、得ることになる。その

差額 3 クオータが、土地B に生じるところの抽象化された(計算上の)差額地

代第Ⅰ形態とみなし得る。 

このように、各資本の投下資本量や土地面積が様々に相違していても、両
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方を同一として各資本の投資結果を比較することは可能である。しかし、こ

のような比例還元による同一面積、同一資本量の各資本の結果比較は、比例

還元をしない場合の同一面積、同一資本量の各資本の結果比較とは異なる。

いいかえれば、あくまでこの比例還元による比較は現実の一抽象形態であり、

現実そのものではない。その点については後述する。 

 

5．差額地代第Ⅰ形態及び第Ⅱ形態と現実との相違 

 農業資本が土地に投下される場合、諸資本の投下量や投下土地面積は土地

条件の差や、他の諸条件の相違によって様々に異なる。一般に土地条件の良

いところには単位面積当りに、より多量の資本が投下され、逆に土地条件の

悪いところには、より少量の資本が投下される。 

 差額地代第Ⅰ形態や第Ⅱ形態は諸資本の投下量や投下面積をある一定量に

比例還元した上で考察されるため、そこには不可避的に現実からの一つの抽

象化がなされる。したがって、現実とその抽象化による差額地代の諸形態と

は全く同一ではなく、若干の相違が生ずる。ここではその点について検討す

ることにしよう。 

 前述の引用例について見ると、土地A では 1000 ポンドを 5 単位の土地面

積に投資した結果、100 クオータの生産物があった。それを土地B と比較す

るため、 初に 100 ポンドに対する投資結果(生産物量)を比例還元すること

によって、次のように算出した。[1000ポンド：100クオータ = 100ポンド：

X クオータ]とし、100 ポンドの投資に対する土地A の生産物量は 10 クオー

タという結果を得た。じつは、この値は計算上の結果であり、実際に土地A

へ100ポンドを投資した場合の生産物量とは必ずしも一致しない。というの

は、既述のように現実には収穫逓減の法則が作用し、投下資本量の変化と、

その生産物量の変化は比例関係にはないからである。両者の関係を図示する

と、図2-3のようになる。  

 すなわち、投下資本量の増大に伴い生産物量は漸増し、ある一定量に達し

た後増加率は漸減する。したがって、「Y = 100 / 1000 × X」という比例関係の

直線と収量曲線が一致するのは、1000 ポンドのとき以外はただ一点(a1)があ

るにすぎない。一般的には現実の収量曲線と比例還元による収量と一致しな

いのである。仮に図2-3のような収量曲線を現実に描くとすれば、土地Aへ 
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100ポンド投資したときの収量は10クオータではなく、それ以下となる。こ

のように、単位資本量当りに生産物量を比例還元するということは、現実か

らの一抽象形態であり、現実をそのまま反映しているとはいえない。 

 同様なことが、単位面積当りに生産物量を比例還元するときにもいえる。

このように、土地面積や投下資本量を一定とする差額地代第Ⅰ形態や、土地

面積のみを一定とする差額地代第Ⅱ形態は、いずれも現実からの一つの抽象

形態であり、現実の差額地代量をそのまま反映したものではないということ

である。 

 

第 3節 技術一定の場合の投資限界 
 

1．第一次投資の限界規定 

 ある一定の土地へ資本が投下されるということは、その投下資本によって

平均利潤を獲得するということが前提になる。平均利潤を獲得し得ないなら

ば、その資本は引き上げられるであろう。ところで、既述のようにある一定

の土地へ資本を投下していく場合、その生産性は投下資本量によって異なっ

てくる。したがって、ある一定の土地へ資本投下がなされ得るか否かは、そ

の土地に対する生産性がもっとも高い資本量が投下される場合に、平均利潤

を実現することが出来るかどうかにかかっているといえよう。 

Ｙ
クオータ 

100 

10 

生
産
物
量 

Ｘ 

100 a1 1000 ポンド 

投下資本量 

図 2-3 投下資本量の変化と生産物量との関係 
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 そこで、ここでは第一に、ある一定の土地へ資本投下をしていくとき、生

産性のもっとも高い投下資本量はどのようにして決められるかを究明する。

第二に、その場合の生産性のもっとも高い投下資本量が平均利潤を実現し得

る条件は、どのようなものであるかを検討する。ただし、この場合の前提と

して、技術を一定(ある発展段階)とする。 

 初に、第一点について見よう。一定面積の土地に逐次資本を投下してい

くとき、その生産物量は収穫逓減の法則によって図 2-4 のような曲線を描く

(厳密にいえば、投下資本量が「0」であっても、地力があるため一定の収量

はあるが、ここでは地力を「0」と仮定する)。すなわち、当初は収量(生産物

量)が漸増し、ある一定の点(b)を超えると漸減する。この場合、投下資本の生

産性がもっとも高くなるのはどの点であろうか。いいかえれば、投下資本量

がどのくらいのとき、その生産性はもっとも高くなるであろうか。投下資本

の生産性とは、この場合、「収量 ÷ 投下資本量 = y / x」で表示される。した

がって、「y / x」がもっとも高くなる点を求めれば良い。それは図2-4で明ら

かなように、原点(0)から収量曲線に接線を引いたとき、その接点(a)が「y / x」

を極大にする。それ以外の収量曲線上の点は、いずれも「ya / xb」を下回るこ

とは明らかである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y

ya 

X
xa xb 

a

b 

収 

量 

投下資本量 

図 2-4 投下資本量と生産性 
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 以上の点を数式で証明すれば、次のようになる。投下資本の生産性(y/x)を

大にする条件を求めるには、当該の関数の第一次微分係数を「0」にする条

件を求めれば良い。投下資本量「x」についてその点を見ると、 

dx

xyd )/( =
xdx

dy －y/x2 = 0 

       ∴ 
dx

dy = y/x ……… (1)  

 上記のように、(1)式が導き出される。すなわち、限界資本生産性(投下資本

の増加分に対する収量の増加分の割合 = dy / dx)が総資本の生産性(総投下資

本に対する総収量の割合 = x / y)に等しくなる点で、投下資本の生産性が 大

になることを示している。 

 さらに、その点(投下資本の生産性が 大になる収量曲線上の点)で、収量

曲線上に接線を引いてみよう。一般にある曲線上の一点(xa、ya)の接線は、次

のような方程式で表される。 

   
a

a

a

a

xx

yy

dx

dy




 …………(2) 

ところで、(1)より 

   
a

a

a

a

x

y

dx

dy
 …………(3) 

(2)と(3)より 

   
a

a

a

a

xx

yy

x

y




  

   ∴ y = x
x

y

a

a …………(4) 

 すなわち、(1)の条件を満たす収量曲線上の点 a(xa、ya)の接線は原点を通る

ということである。以上のようにして、投下資本の生産性がもっとも高くな

る点は、原点「0」から収量曲線に接線を引いたときの接点「a」であること

がわかる。 

 なお、(1)式を次のように変形して見ると、興味ある事実がさらに浮かび上

がる。(1)式の両辺を逆数にして、(1 + P)を乗じると、(5)式のようになる。 
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dy

dx × (1+P) =
y

x × (1+P) 

   ∴ 
dy

dxP )1(  =
y

xP)1(  …………(5) 

 

その場合のPを平均利潤とするならば、左辺は限界生産価格(収量の微少増

加分に対応する単独資本の生産価格)を意味し、右辺は個別的生産価格(単位

生産物当りの平均的生産価格)を意味する。いいかえれば、投下資本の生産性

がもっとも高くなる点は、限界生産価格と個別的生産価格が一致する点とも

いえる。 

 次に、第二の問題について見よう。すなわち、ある一定の土地への生産性

のもっとも高い投下資本が、平均利潤を実現し得る条件は何かということで

ある。その条件は自明である。土地生産物の単位量当りの販売価格が、生産

性のもっとも高い投下資本量による土地生産物の単位量当りの生産価格(個

別的生産価格)に等しいか、それを上回るということである。それなくしては、

土地への資本投下はなされない。その意味で、ある一定の土地に対する生産

性のもっとも高い投下資本量による土地生産物の単位量当りの生産価格(個

別的生産価格)が、その販売価格に等しくなる点が第一次投資の下限ともいえ

る。 

 

2．追加投資の限界規定 

 土地に対して第一次投資がなされる条件は、土地生産物の単位量当りの販

売価格が、生産性のもっとも高い投下資本量による土地生産物の単位量当り

の生産価格(個別的生産価格)に等しいか、それを上回るということであった。

次に、そこへ追加投資がどのような条件のもとでなされるか、ということに

ついて見よう。 

 いうまでもなく資本家は、追加投資によって平均利潤以上の収益をあげる

ことが目標である。ただその場合、追加投資が単独で平均利潤をあげること

が必要なのか、あるいは総投下資本のもとで平均利潤以上をあげれば良いの

かということについては、意見の分かれるところである。しかし、資本家の

目標は単に平均利潤を実現すれば満足するものではなく、より多くの超過利
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潤の実現に向かって努力する。そこで、その事実に基づいて、追加投資がど

のような条件のもとでなされ得るか、ということを、数学的手法によって検

討してみよう。その場合、超過利潤は次のような数式で表される。 

   S = Py－(1 + a)x …………(6) 

 ただし、上記の記号は、以下のことを意味する。 

S：超過利潤、x：投下資本量、y：収量、 

P：単位生産物当りの販売価格、 

     a：平均利潤率 

 そのときの超過利潤(S)を 大にする投下資本量(x)は、次のようにして求め

られる。 

   
dx

dS =
dx

Pdy －(1 + a) = 0 

        ∴ P =
dy

dxa)1(  …………(7) 

 すなわち、単位生産物の販売価格が限界生産価格(収量の微少増加分に対応

する単独資本の生産価格)に等しくなるとき、超過利潤量が 大になることを

(7)式は示している。いいかえれば、追加資本が単独で平均利潤を実現すると

き、総投下資本に対する超過利潤量が 大になることを示している。 

 以上の点を具体例に基づいて検討してみよう。すなわち、土地Aに対する

投下資本の生産性が、表 2-2 のように変化するものと仮定して、第一次投資

や追加投資がどのようになされるかを見る。なお、考察の便宜上、投資の 1

単位を100ポンドとし、平均利潤率を20%と仮定した。 

 表2-2によると、投下資本の生産性(総収量 ÷ 総投下資本量)がもっとも高

くなるのは、500ポンドの投資のときであり、そのとき生産物1クオータ当 

りの平均生産価格は
9

2
22 ポンドとなり、もっとも低くなる。したがって、

その生産物が1クオータ当り
9

2
22 ポンド以上の販売価格であれば、土地A 

に資本が投下されるといえよう。その場合、500 ポンドの投下資本量が土地

Aの下限であり、第一次投資といえる。 
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 ところで、その土地生産物の販売価格が1クオータ当り
31

7
23 ポンドにな 

ったとき、追加投資 100 ポンド(総投下資本量 600 ポンド)がなされ得るであ

ろうか。表2-2によると、総投下資本量が600ポンドのときの生産物1クオ 

ータ当りの平均生産価格は
31

7
23 ポンドである。したがって、資本家が平均 

利潤の実現のみを目標とする場合には、追加投資の100ポンドが投下され得

るであろう。しかし、既述のように資本家はより多くの超過利潤の実現を求

めて行動する。そのとき、追加投資の100ポンドは投下されない。なぜなら、 

表2-2              単位：ポンド、クオータ

総投下

資本量 
総収量

増加

収量

総生産

価格 

1クオータ当り生産価

格 

総生産物 増 加 生

産物 

100 3 3 120 40 40 

200 8 5 240 30 24 

300 14 6 360 
7

5
25  20 

400 21 7 480 
7

6
22  

7

1
17  

500 27 6 600 
9

2
22  20 

600 31 4 720 
31

7
23  30 

700 34 3 840 
17

12
24  40 

800 35 1 960 
7

3
27  120 
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超過利潤量は追加投資をしないとき
31

3
27 ポンド[= (

31

7
23 －

9

2
22 ) × 27] 

あるが、追加投資の100ポンドを行えば、超過利潤は0ポンドとなるからで

ある。 

 では、生産物の販売価格がどの程度に上昇したら追加投資がなされ得るだ

ろうか。それは既述のように、生産物の販売価格が限界生産価格(追加投資に

よる増加生産物1クオータ当り生産価格)に等しくなるときである。そのとき

はじめて、追加投資を行わない場合の超過利潤量と、追加投資を行った場合

の超過利潤量は一致する。たとえば、生産物1クオータ当りの販売価格が30 

ポンドになったとき、追加投資を行わない場合(第一次投資の500ポンドの場 

合)の超過利潤量は210ポンド[= (30－
9

2
22 ) × 27]であり、追加投資100ポン 

ドをさらに行った場合(総投下資本量 600 ポンド)でも超過利潤量は 

210ポンド[= (30－
31

7
23 ) × 31]となる。そして、生産物1クオータ当りの販 

売価格が追加投資による生産物の限界生産価格を上回ると共に、超過利潤量

は追加投資を行う場合の方が高くなっていく。 

 このように、追加投資の有無を規定する条件は、生産物の販売価格水準が

追加投資による生産物の個別的生産価格(限界生産価格)を上回るか否かとい

うことである。いいかえれば、追加投資は単独で平均利潤を実現するもので

あり、総資本と合体して平均利潤を実現するものではない。なぜなら、後者

の場合は超過利潤量を減ずるものであり、資本家はそのような行動をとらな

いからである。この点は、我が国で戦後初めて田代隆が指摘(「差額地代第Ⅱ

形態に対する疑問」日本農業経済学会誌、農業経済研究、第27巻第2号、1955

年)した点であり、それは高く評価される。 

 

3．土地条件が相異なる土地の投資限界とその相互関連 

 今まで一つの土地Aを取り上げ、そこへどのような条件が満たされたとき、

資本投下がなされ得るかということについて検討してきた。ここでは、さら

に土地条件の異なる土地 B がそれに加わったとき、土地 A と土地 B への投

資はどのような相互関連性のもとでなされるか、ということについて検討す
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る。その考察方法は、具体的な例を挙げて行うことにする。 

 土地Aに対する投下資本量の変化に伴う生産性の変化は表2-2と同様に仮

定し、土地Bの投資に対する生産性の変化は表2-3のように仮定する。なお、 

平均利潤率や投下資本量の1単位も前述と同様に仮定し、各 2々0 % 及び100

ポンドとみなした。生産物の価格の上昇に伴い、 初に資本投下がなされる

のは、土地条件がより優れた土地Aである。土地Aに対する生産性のもっと

も高い投下資本量は500ポンドのときであり、その場合、土地Aの生産物の 

 

 

 表2-3                  単位：ポンド、クオータ 

総投

下資

本量 

総

生

産

価

格 

総収量 増加収量 1クオータ当り生産価格 

土

地

A 

土

地

B 

土

地

A 

土

地

B 

総生産物 増加生産物

土地

A 

土地

B 

土地

A 

土

地

B 

100 120 3 2 3 2 40 60 40 60

200 240 8 6 5 4 30 40 24 30

300 360 14 11 6 5 
7

5
25

11

8
32 20 24

400 480 21 17 7 6 
7

6
22

17

4
28

7

1
17 20

500 600 27 22 6 5 
9

2
22

11

3
27 20 24

600 720 31 25 4 3 
31

7
23

5

4
28 30 40

700 840 34 27 3 2 
17

12
24  

9

1
31 40 60

800 960 35 27 1 0 
7

3
27  

9

5
35  120 －
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1 クオータ当り平均生産価格はもっとも低く、
9

2
22 ポンドとなる。したが

って、生産物の販売価格水準が
9

2
22 ポンドになったとき、はじめて土地A 

に第一次投資がなされる。 

さらに需要の増大に伴って生産物の販売価格が上昇し、1 クオータ当り 

11

3
27 ポンドになったとき、はじめて土地Bに第一次投資がなされる。なぜな 

ら、そのとき土地Bの生産性はもっとも高く、逆にいえば土地Bの生産物の 

1クオータ当りの平均生産価格はもっとも低く、
11

3
27 ポンドになるからであ 

る。 

 土地Aに 初の追加投資100ポンドがなされるのは、生産物の販売価格水

準が 30 ポンドに上昇したときである。そのとき、 初の追加投資(第二次投

資)による増加生産物1クオータ当りの生産価格(限界生産価格)30ポンドに販

売価格が等しくなり、超過利潤量を 大にするからである。以下同様に、需

要の増大によって土地生産物の価格が上昇していくとき、たとえば販売価格

水準が30ポンドから40ポンドになれば、土地Bへの 初の追加投資、さら

には土地 A への第二次投資(追加投資)がなされる。なぜなら、それぞれの限

界生産価格が販売価格水準に等しくなるからである。 

 このように、ここでは前項で明らかにした基本原則が貫徹しているといえ

る。すなわち、それぞれの土地に対する第一次投資は、総生産物の平均生産

価格(単位量当り)がもっとも低い場合によって規定され、追加投資はそれぞ

れの限界生産価格によって規定されるということである。生産物の販売価格

水準が各々の生産価格水準を上回るとき、第一次投資や追加投資がそれぞれ

の土地へ投下されていくのである。 
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第 4節 過渡的差額地代及び 劣等地に生ずる差額地代の成立条件 
 

 前述の論理展開の中で、注意されなければならない点が二つある。一つは、

土地生産物の販売価格が第一次投資や追加投資によって調節されずに上昇す

るとき、そこに生じる超過利潤をどのように理解するか、ということである。

第二点は、追加投資が生産物の価格を調節するとき、 劣等地にも超過利潤

が生じる場合があるということである。前者の場合を日高は「過渡的差額地

代」と呼び、後者の場合を一般には「 劣等地に生じる差額地代」と呼んで

いる。 

 それらの点を現実に即してどのように理解するかという問題がある。いい

かえれば、このような過渡的差額地代や 劣等地に生じる差額地代を生み出

す条件が、一般に存在し得るかどうかということである。その点を中心に以

下、検討してみよう。 

 

1．過渡的差額地代 

 表2-3に基づいていえば、この過渡的差額地代は生産物1クオータ当りの 

販売価格が、
9

2
22 ポンドから

11

3
27 ポンドに至る過程、及び

11

3
27 ポン 

ドから30ポンドに至る過程などでみられる。すなわち、その間、生産物の販

売価格は 劣等地(土地 B)への新投資や既耕地への追加投資によっても調節

されず、需要の増大に伴って生産物の価格は上昇し、その結果、土地Aや土

地Bには一つの超過利潤が各々の場合に生じる。この超過利潤は 劣等投資

によって規定されずに生じるため、差額地代そのものとは性質をやや異にす

る。その意味で日高は「過渡的差額地代」とそれを呼んだといえよう。 

このような過渡的差額地代を生み出す条件は、第一次投資や追加投資の生

産性が不連続な格差をもつということである。そのとき、その間隙に過渡的

差額地代が生じる。逆に、各種の土地への第一次投資や追加投資の生産性が

連続的に変化するならば、過渡的差額地代は存在しない。なぜなら、土地生

産物の販売価格の上昇に伴い、常にそれに見合う新しい土地への第一次投資

や既耕地への追加投資がなされるからである。 

実際には各種の土地への第一次投資や追加投資の生産性は、連続的な変化
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をするといえる。たとえば、位置差を見れば明らかなように、それは不連続

的な変化ではなく、連続的な変化をしている。また、追加投資の生産性格差

について見ると、ある一定の土地へ固定資本による追加投資がなされるとき

には、不連続的な生産性格差が生じるが、ある一定の技術段階のもとでは、

流動資本によって追加投資がなされることが多い。そのとき、追加投資の生

産性は連続的に変化する。このように、個々の土地に於ける追加投資の生産

性は、連続的に変化する場合と不連続的に変化する場合とを、合わせもって

いる。しかし、土地条件(位置差など)が連続的に変化する場合の種々の追加

投資の生産性を相互に並べるとき、そこには一つの連続的変化がみられると

いえよう。したがって、過渡的差額地代が成立する条件は、実際には存在し

ないといえる。 

 

2． 劣等地に生ずる差額地代 

 表 2-3 に基づいていえば、 劣等地に生ずる差額地代は、土地生産物の販

売価格が1クオータ当り30ポンドや40ポンドになったときにみられる。す

なわち、土地生産物の販売価格が既耕地への追加投資によって調節されると

き、 劣等地の第一次投資の生産性との間に格差が生じ、そこに一つの超過

利潤が形成される。それが 劣等地に生じる地代である。 

 その「 劣等地に生ずる差額地代」の成立条件としては、二つの点が満た

される必要がある。第一点は、既存の 劣等地と同一条件の土地の余地がな

いということ。第二点は、既存の 劣等地の生産性(第一次投資)と、まだ資

本投下されていないより劣等な土地の生産性(第一次投資)との間に不連続的

な格差があるということである。その二つの条件が満たされているとき、需

要の増加による生産物の販売価格の上昇に伴い、 劣等地に差額地代が生ず

る。すなわち、その場合、生産物の販売価格はもはや既存の 劣等地の第一

次投資によって調節されず、また新しいより劣等な土地への投資によっても

調節されない。それは、 劣等地を含む既耕地への追加投資によってのみ価

格調節がなされるといえる。したがって、そのとき 劣等地への第一次投資

の生産性との間に格差が生じ、 劣等地にも差額地代が生じる。 

 ところで、そのような差額地代を形成する条件は一般に存在し得るであろ

うか。 初に、第一の条件について見よう。既存の 劣等地と同一土地条件
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の余地がなくなるということは一般的にはあり得る。人口の増加に伴い農産

物の需要が増加し、耕作地が外延的に拡大してきたことを見ても、その点は

明らかである。したがって、 劣等地に差額地代が生ずる第一条件は、一般

的に存在し得る。 

 次に、第二の条件について見よう。すなわち、既存の 劣等地の生産性(第

一次投資)と、まだ資本投下がなされていないより劣等な土地の生産性(第一

次投資)との間に不連続的な格差があるかどうかという点である。その条件は

一般的に存在しないであろう。なぜなら、それは位置差による土地条件の差

を見れば明らかである。位置差による諸土地生産性の格差は不連続的ではな

く、連続的である。市場から遠ざかるにつれて輸送費は増加し、それだけ土

地に対する資本の生産性は連続的に低下(豊度は一定と仮定)することになる。

したがって、需要の増加に伴い生産物の販売価格が上昇すれば、間断なく次々

に新しいより劣等な土地(位置差から見て)が耕作圏に入ることになる。した

がって、そこには 劣等地に差額地代が生ずる余地はないのである。なぜな

ら、常に、新しいより劣等な土地の第一次投資の生産性によって生産物の価

格が調節されることになるからである。 

 その場合、 劣等地に差額地代が形成されるとすれば、それはもはやすべ

ての土地が耕作され尽くしてしまったときであろう。そのとき、需要の増加

によって生産物の価格が上昇したとしても、もはや新しいより劣等な土地の

導入はあり得ず、既耕地の追加投資によって価格調節はされざるを得ない。

したがって、そのとき、 劣等地に差額地代が生ずることになる。しかし、

一般的には未耕地の余地は今なお残され、すべての土地が耕作されるには至

ってはいない。それは人口の増加による農産物の需要が高まる一方で、農業

生産性の技術が高度化し、土地生産性が向上しているためといえよう。未耕

地が今なお存在する限り、一般的には 劣等地に生ずる差額地代は存在し得

ないといえる。 

 以上のように、「過渡的差額地代」や「 劣等地に生ずる差額地代」は一般

的には存在し得ない。ただ、これらは一定の理論的前提(土地条件の格差が不

連続的に現れるという前提)のもとでのみ生じるといえる。  
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第 5節 技術変化に伴う差額地代の量的変化 
 
 今まで技術を一定(ある所与の発展段階)として、差額地代第Ⅰ形態及び第

Ⅱ形態を論じてきた。ここでは、この技術を変化させた場合、差額地代はど

のような影響を受けるかということについて検討する。 

 従来、差額地代論の考察に当って、技術を一定に限定すべきか否かという

ことをめぐって種々の論議がなされてきた。すなわち、差額地代第Ⅰ形態の

場合、上向序列(劣等地から優等地への耕作への進行)を取り上げる必要があ

るかどうかということ。また、差額地代第Ⅱ形態の場合、生産性増進や生産

性不変の追加投資を取り上げる必要があるかどうかということである。それ

らの論議の根底には、差額地代論の考察に当って技術変化の場合を取り入れ

る必要があるかどうかという問題が横たわっている。そこで、ここでは技術

を変化させた場合、差額地代の両形態へどのような影響があるのかというこ

とに焦点を当てて検討する。 

 初に差額地代第Ⅰ形態に及ぼす影響について見る。農業技術の進歩は、

労働生産性の向上と共に土地生産性をも高める。それによって一般的には単

位生産物当りの生産コストを低める。ここでは、農業技術の進歩が土地生産

性を高め、それによって単位生産物当りの生産コストを低める場合を取り上

げる。なお、技術進歩が差額地代第Ⅰ形態へ及ぼす影響を純粋な形で見るた

めに、他の諸条件を一定と仮定する。すなわち、土地生産物に対する需要量

を一定(一般的には土地生産物のコストが減少し、販売価格が低くなるため需

要は増加する)とし、さらには技術進歩の影響は各種の土地に均等(土地生産

性の増加率を一定)に作用するものとしよう。 

 そこで、ある技術発展段階の差額第Ⅰ形態の形成を表 2-4 のように想定す

る。すなわち、土地種類A，B，C が耕作され、各 1々 エーカー当り 50 ポン

ドの資本投下がなされる。そのとき、各々の生産物量は 1 クオータ、2 クオ

ータ、3 クオータとする。平均利潤率を 20%とすれば、1 エーカー当りの生

産価格は60ポンド(= 50 × 120 / 100)となる。なお、この場合、生産物の販売

価格は 劣等地で規定されるため、1クオータ当り60ポンド(= 60ポンド ÷ 1

クオータ)となる。その結果、B 及びC の土地では 1 エーカー当り各 6々0 ポ

ンド及び120ポンドの差額地代が生じ、合計180ポンドとなる。 
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 次に、技術が進歩し、同一量の資本投下に対し、土地生産力が2倍になっ

たと仮定しよう。そのとき、各々の土地の生産物量及び1クオータ当りの生

産価格が表 2-5 のように変化する。この場合、土地生産物に対する需要量が

変化しないとすれば、全需要量は6クオータであり、それは土地Cのみで供

給し得ることになる。土地生産物1クオータ当りの販売価格も土地Cの個別

的生産価格に規定され、10 ポンドとなる。したがって、差額地代は「0」と

なる。しかし、実際には差額地代が0になることはあり得ない。なぜなら、

単一の経営ですべての土地生産物を供給することはあり得ず、多数の経営が

存在するということと、個々の経営が立地する土地条件は位置の相違にみら

れるように、すべて格差があるため、そこには差額地代が形成されることに

なるからである。したがって、現実には差額地代が0になることはなく、た

だ技術進歩により、差額地代(第Ⅰ形態)が減少するということを、以上の事

表2-4  単位：ポンド、クオータ

土地

種類 

投下資

本 

生

産

物 

総生産

価格 

1クオータ当り 1エーカー当り 

生産

価格 
販売価格

販

売

額 

差額地代 

A 50 1 60 60 60 60 0

B 50 2 60 30 60 120 60

C 50 3 60 20 60 180 120

計 150 6 180 － － 360 180

表2-5                    単位：ポンド、クオータ

土地

種類 

投下

資本 

生産

物 

総生

産価

格 

1クオータ当り 1エーカー当り 

生産価

格 

販売価

格 
販売額 

差額地

代 

A 50 2 60 30 － － － 

B 50 4 60 15 － － － 

C 50 6 60 10 10 60 0 

計 150 12 180 － － 60 0 
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柄が示しているといえよう。 

 なお、土地生産物の価格が低下したとき、需要量が反比例的に増加するも

のとしよう。仮に、1クオータ当りの販売価格が60ポンドから30ポンドに 

低下したとき、需要量が6クオータから12クオータに増加したとする。そう

すれば、技術進歩によって土地生産性が上がったとしても、土地種類 A，B

は駆逐されず、それらの土地を含めて農業生産は行われることになる。その

とき、土地生産物の販売価格は土地Aの個別的生産価格によって規定される

ことになり、その結果、土地B，及び土地Cには差額地代が表2-6 のように

形成されることになる。すなわち、土地B には 60 ポンド、土地C には 120

ポンド、合計180ポンドの差額地代が形成される。この限りでは技術進歩の

前後で、差額地代の量的変化はないことになる。 

 このような結果をもたらした要因は、価格の下落に反比例して需要が増加

すると仮定したことによる。しかし、実際には土地生産物の価格変化に対す

る需要の弾性値は小さい。たとえば、主要な土地生産物である穀物を見れば

明らかなように、販売価格が半分に低下したからといって、消費量が2倍に

増加することはない。人間の胃袋には消費量の限度があるからである。した

がって、農業技術の進歩によって土地生産物の価格が低下した場合、差額地

代は減少することになるといえよう。 

 次に、技術進歩が差額地代第Ⅱ形態に及ぼす影響について見ることにしよ

う。差額地代第Ⅱ形態は既述のように、端的にいえば同一の土地に相次いで

資本が投下される場合に生ずる諸資本の生産性の格差である。いいかえれば、

生産性を異にする諸資本が異なる諸地片に投じられる場合が第Ⅰ形態であり、

同じ地片に投じられる場合が第Ⅱ形態ということである。したがって、表2-4

土地

種類 

投下

資本 

生産

物 

総生産

価格 

1クオータ当り 1エーカー当り 

生産

価格 

販売価

格 

販売

額 
差額地代 

A 50 2 60 30 30 60 0

B 50 4 60 15 30 120 60

C 50 6 60 10 30 180 120

計 150 12 180 － － 360 180

表2-6                            単位：ポンド、クオータ
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を例にとっていえば、50 ポンドという資本が相異なった土地A，B，C に投

じられたとき、それぞれの生産物量が1クオータ、2クオータ、3クオータと

いう異なった生産性を示していたが(差額地代第Ⅰ形態の場合)、差額地代第

Ⅱ形態では50ポンドという資本がある土地に 初に投下(第一次投資)された

ときの生産物量が3クオータ、次に50ポンド投下(第二次投資)されたときが

2 クオータ、さらに 50 ポンドが投下(第三次投資)されたとき 1 クオータとい

うように異なった生産性を示す結果、形成されるものである。すなわち、第

三次投資による個別的生産価格(1 クオータ当り 60 ポンド)が生産物の販売価

格を規定するとすれば、第一次投資及び第二次投資ではそれぞれ120ポンド

及び60ポンドの差額地代(第Ⅱ形態)が形成されることになる。 

 そこにおいて技術進歩の結果、同じ土地に対して相次いで投下される諸資

本の生産性が上昇するものとしよう。たとえば、生産性が2倍に上昇し、前

述の土地への 初の50ポンドの資本投下により、生産物量が6クオータ、次

の 50 ポンドで 4 クオータ、さらに 50 ポンドが投下されたとき、2 クオータ

が生産されるものとする。そのとき、既述のように土地生産物に対する需要

量が変化しないものとすれば、6クオータの生産で十分である。したがって、

需要量は第一次投資の生産物だけで間に合い、より生産性の低い第二次投資、

第三次投資は不要となる。そのことは同時に、第一次投資による個別的生産

価格10ポンド(= 60ポンド÷ 6クオータ)が土地生産物の販売価格を規定する

ことになり、従来(技術革新がなされる前)の第一次投資及び第二次投資によ

って形成されていた差額地代第Ⅱ形態が消滅する。 

 しかし、実際には同一の土地条件のもとですべての土地生産物が生産(供

給)されるということはあり得ない。既述のように、土地条件には連続的な差

(位置差に端的にみられる)があり、農業生産は異なった土地条件のもとで行

われるからである。そのとき、優等地には劣等地に比べてより多くの投資(追

加投資)がなされ、そこに差額地代第Ⅱ形態が発生する。現実的には技術進歩

により土地生産性が向上したとしても、そのことによって差額地代第Ⅱ形態

が消滅することはあり得ない。ただ、上記の結果は、技術進歩により差額地

代第Ⅱ形態の地代量が減少するということを示唆しているにすぎないといえ

よう。 

 以上のように、技術変化によって差額地代は量的な変化を受ける。人口を
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一定とし、技術の進歩がすべての土地に一様に作用するとすれば、差額地代

第Ⅰ形態や第Ⅱ形態の地代量は減少する。逆に、技術を一定とし、人口を増

加させた場合、土地生産物への需要量が増加し、より劣等な土地への耕作が

進み、より生産性の低い追加投資を促進して、差額地代第Ⅰ形態や第Ⅱ形態

の地代量は増加する。技術の進歩は、そのような人口の増加に伴う差額地代

の量的増加を打ち消す作用(差額地代を減少させる作用)をしているといえる。

したがって、技術進歩が差額地代の量的変化に与える影響は、現実の場面で

とくに重要な意味をもっているといえよう。 
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第 3 章 絶対地代に於ける成立条件とその概念の検討 
 

第 1節 問題の所在 
 

 絶対地代の成立条件は、従来二つあるとされている。一つは「農業資本の

有機的構成の低位性」であり、他の一つは「土地所有の独占」である。その

上で、絶対地代とは一般的に次のように説明されている。農業資本の有機的

構成の低位性から導き出されたところの「農産物の生産価格を超える価値と

の差額」という超過剰余価値(超過利潤)が一方に存在する。他方に、土地所

有の独占が存在して、それが資本の自由競争を制限する外的な力として作用

する結果、農業部門への資本の自由な流入は阻止される。したがって、前者

により農業部門内に形成されている超過剰余価値(超過利潤)は、後者の力に

よって平均利潤への均等化を妨げられ、地代として自立化されるのである。

それが一般に絶対地代といわれている。 

 しかし、この論述の中で問題は次の点にある。農業資本の有機的構成の低

位性から農業部門内に超過剰余価値の存在を見出し、そこに絶対地代成立の

一根拠を求めたことにある。そこには、一つの論理的飛躍が潜んでいる。な

ぜなら、商品の価値と生産価格との関係に影響を与える要因は、資本の有機

的構成のほかに資本の回転期間がある。農業の場合、資本の回転期間は一般

的に遅く、それは農産物の価値と生産価格との関係において、農業資本の有

機的構成の低位性とは逆の作用をする。したがって、農業資本の有機的構成

の低位性が農業資本の回転期間の遅さに比べて、より強く作用するという論

証がない限り、「農産物の生産価格を超える価値との差額 = 農業部門の超過

剰余価値」が常に存在するとはいえないからである。ところが、従来の絶対

地代論にはその論証はどこにもみられない。むしろ、農業資本の回転の遅さ

による作用は、原著「資本論」にみられるように、当初から全く考慮されて

いなかったといえる。ただ、農業資本の有機的構成の低位性からのみ、農業

部門内の超過剰余価値の存在は導き出されていたのである。そこに問題は内

在していた。 

この問題を 初に取り上げたのはカウッキーである。彼は1899年発行の著
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書「農業問題」(山崎春成・崎山耕作訳、国民文庫第一冊、大月書店、1960

年、127～128頁)の中で、次のようにいう。「農業においては、資本の回転期

間は特別に緩慢であって、平均以上に緩慢な回転は他の源泉から生じたとこ

ろの特別利潤をも、よく帳消しにしうるのである。……したがって、農産物

がその価値通りに売られる場合には、農業資本の低い構成から自然必然的に

一つの特別利潤が生じなければならないとロードベルトウスが考えたのは誤

りであった。第一に、このような低い構成はけっして必然的なものではない。

次に、その作用は農業に於ける資本の回転の緩慢さによって相殺されて、な

お、あまりある結果となりうる。」と。ここではロードベルトウス批判という

形でカウッキーの意見が述べられているが、この批判の内容はいうまでもな

くマルクスの絶対地代の立論に対する批判である。「農業資本の有機的構成の

低位性」から「農産物の生産価格を超える価値との差額」を見出したのは、

ロードベルトウスではなく、マルクスにほかならないからである。ロードベ

ルトウスは「農業の有機的構成の低位性」の原型(農業 = 費用労働、製造業 = 

費用労働 + 材料価値)を示して「農産物の生産価格を超える価値との差額」

の存在を主張したにすぎない。 

このカウッキーの提言後、彼の見解に対する賛否両論が旧ソ連や我が国の

学者の間に起こったが、統一的な見解に達しないまま今日に至っている。し

かし、この問題は単に農業経済学上の問題にとどまらず、林業経済において

はより現実的な問題として、浮かび上がってきた。それは林業が従来の原始

林・天然林の伐採から育成林業へと移行するのに伴い、人工造林に於ける絶

対地代の存否が問われることになったからである。 

その点に関して、林業地代論をはじめて体系的に展開した石渡貞雄は、彼

の著書の中で次のようにいう。「人工造林は資本の有機的構成が低位でも、資

本回転の比類なき長期性によって、実質上高度な資本構成と同一の結果(林産

物の価値を超える生産価格の形成……筆者注)になっているので、この意味か

ら絶対地代形成の条件は存在しないことになる。……人工造林にあっては、

生産価格は価値よりはるかにおよびもつかず高いのである。……人工造林の

成立を仮想してみても生産価格以下の価値のところには、絶対地代の形成さ

れる余地はない。」と(石渡貞雄著「林業地代論」農林統計協会、1952年、148

頁)。このように、彼は生産期間の長期性をもって育成林業(人工造林)に於け
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る絶対地代の不成立を説いている。それに対し、石渡の見解を批判して育成

林業に於ける絶対地代の成立を説く者は多い(高橋七五三、常磐政治等)。し

かし、従来の絶対地代論に立脚しながら、育成林業に於ける「生産価格を超

える価値との差額 = 超過剰余価値」の存在を論証している者はいない(小栗

克之著「絶対地代に於ける成立条件の検討―林業地代論争を契機として―」

九州農業経済学会誌、農業経済論集、第22巻、1971年、1～20頁、を参照)。 

このように問題は、絶対地代の成立条件として、農業資本の有機的構成の

低位性を設定し、そこから「土地生産物の生産価格を超える価値との差額 = 

超過剰余価値」の存在を導き出し、そこに絶対地代の価値源泉を求めたとこ

ろにある。なぜなら、土地生産物の生産期間の長期性は、その超過剰余価値

の存在を打ち消す作用をするからである。従来、商品の価値と生産価格との

関係において、資本の有機的構成の相違がもたらす影響は正面から取り上げ

られているが、資本の回転期間の相違がもたらす影響は正面から取り上げら

れることは少なかった。そこで、次節で資本の回転期間が、商品の価値と生

産価格との関係にどのような影響を与えるかということを検討し、前述の問

題の所在をより明確にする。 

 

第 2 節 資本の回転期間の相違が商品の価値と生産価格との関係に

与える影響 
 
 ここでは具体的な例を挙げて検討する。資本の回転期間が異なる三つの生

産部門の商品を取り上げ、その他の条件(資本の有機的構成、及び剰余価値率)

はすべて均一と仮定する。そこで、諸資本の有機的構成は4 / 5の不変資本と、

1 / 5の可変資本から成り立つと仮定し、その範式は「80c + 20v = 100」によっ

て表現しよう。そして、剰余価値率はすべて 100%とする。なお、簡単化の

ために不変資本は常に一様に全部がその資本の回転期間の生産物に入り込む

ものと仮定する。また、各生産部門の 1 年間の投下資本の回転数は表 3-1 の

ように相違するものとしよう。 

 そのとき、各部門に於ける1年間の消費資本及び年剰余価値は、各々の回

転数に比例して表 3-1 に記載したようになる。ここで注意すべき点は利潤率

である。すなわち、この利潤率は各資本の1回転がもたらす利潤率ではなく、
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年利潤率を表す。つまり、回転期間の異なる諸資本の利潤率の比較は、同一

期間の利潤率(たとえば年利潤率)に還元して行わなければならない。この年

利潤率の範式は、p’= mn / (c + v) = m’nv / (c + v)(マルクス著、長谷部文雄訳「資

本論、第三部上」第 4 巻、青木書店、1954 年、135～136 頁)で表される。た

だし、「m」は投下資本が1回転する期間に取得される剰余価値であり、「m’」

は剰余価値率である。したがって、両者の関係は「m’= m / v」となる。 

 資本の回転の遅いⅠ部門の年利潤率はわずか20%にすぎず、他方、資本の

回転の速いⅢ部門では年利潤率が60%になっている。このことから、マルク

スの次の言葉の意味が明瞭になる。彼は「利潤率は回転期間に逆比例する」(前

掲書、231頁)と端的に述べている。この場合の利潤率とは、いうまでもなく

年平均利潤率の意である。なお、表3-1の諸資本がもたらす平均利潤率は40%

になる。したがって、平均利潤は「投下資本 × 平均利潤率」で 40 となり、

そのときの生産価格は「費用価格 + 平均利潤」であり、各々の数値は表3-1

のようになる。また、価値は「費用価格 + 剰余価値」である。ただし同表

にある1年間の消費資本が、この場合の費用価格に該当する。 

 そこで、諸資本の回転期間の相違が各部門の生産価格と価値との関係に、

どのような影響を与えるかを見ると、資本の回転速度が遅い部門Ⅰでは生産

表3-1 

部

門 

投下資

本 

1年間

の回

転数 

1年間

の消

費資

本 

年剰

余価

値 

年利

潤率

(%) 

mn ÷ 

平均

利潤

率

(%) 

平

均

利

潤 

生

産

価

格 

価

値 

 c+v n k mn (c+v) p' p P W

Ⅰ 
80c+20v 

=100 
1 100 20 20 40 40 140 120

Ⅱ 
80c+20v 

=100 
2 200 40 40 40 40 240 240

Ⅲ 
80c+20v 

=100 
3 300 60 60 40 40 340 360

計 300  － 600 120  －  － 120 720 720
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価格が価値よりも高くなっている。逆に、資本の回転速度が速い部門Ⅲでは

生産価格が価値より低い。このことが本節での結論である。 

なお、資本の回転速度に影響を与える要因として、第一に生産期間、第二

に固定資本の耐用年数、第三に技術進歩等がある。それらについて付記する。

初に第一、第二の要因について述べる。1年間の回転数は次式で表される。 

1年間の資本の回転数 = 1年間の消費資本 / 投下資本 

= (固定資本 × 1年間の固定資本の回転数 + 流動資本 × 1年間の流動資

本の回転数) ÷ 投下資本 

= (固定資本 / 耐用年数 + 流動資本 / 生産期間) ÷ 投下資本 

= 固定資本 / (投下資本 × 耐用年数) + 流動資本 / (投下資本 × 生産期

間)……① 

 

注：ここでの生産期間の単位は年数。6ヶ月のときは、0.5(= 6 / 12)となる。 

 

①式より、資本の回転数は生産期間や固定資本の耐用年数に反比例するこ

とがわかる。つまり、生産期間や固定資本の耐用年数が長くなればなるほど、

1 年間の資本の回転数は少なくなる。いいかえると、資本の回転数が遅くな

る。このことが第一、及び第二の要因の帰結である。 

第三の要因である技術進歩に関していえば、資本の回転数に与える影響は

一様ではない。一般に技術進歩により産業は労働手段が高度化し、資本の有

機的構成は高まる傾向にある。そのことは投下資本の中に占める可変資本の

ウエイトを低めると同時に、不変資本部分の中の固定資本の割合を増加させ、

さらにその耐用年数も長くなる(労働手段の品質改良から)傾向にある。その

ことは、資本の回転速度を遅らせる作用がある。他方、技術の進歩は生産期

間を短縮させ、流動資本の回転を速める作用がある。したがって、技術進歩

は資本の回転速度に対して遅らせる作用と、速める作用の両方があり、一様

ではない。 
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第 3節 絶対地代に於ける成立条件の根拠の検討 
 
 既述のように、通説によれば絶対地代の成立条件は二つあるとされている。

一つは「農業資本の有機的構成の低位性」であり、他の一つは「土地所有の

独占」である。その中で、問題となるのは前者である。すなわち、問題は「農

業資本の有機的構成の低位性」から導き出されるところの「農産物の価値を

超える価値との差額」の存在が、絶対地代に於ける成立の根拠となっている

ことである。すでにこの点については第一節で指摘したように、農業資本の

回転期間の長期性を考慮に入れるとき、必ずしもその根拠は存在するとはい

えない。その点を本節では詳述する。 

 諸商品の価値と生産価格との関係に影響を与える要因は、「諸資本の有機的

構成の相違」と「諸資本の回転期間の相違」の二つがある。なお、このほか

に「剰余価値率の相違」があるが、ここでは同一時点を対象に考察するため、

それは同一とみなし、ここでは捨象する。そこで、農業においては二つの変

動要因が、農産物の価値と生産価格との関係にどのような影響を与えるかを

検討する。つまり、農業資本の現実的運動を見ると、社会的平均資本に比べ

て農業資本の有機的構成は低く、また農業資本の回転期間は長い。そのこと

が、農産物の価値と生産価格との関係にどのような影響を与えているかを見

るために、次の三つの場合を想定して、逐次検討する。なお、各々の場合に

一定の剰余価値率 100%を仮定し、それぞれの投下資本及び 1 年間の回転数

は、三つの場合の前提に基づき、各々表 3-2～3-4 のように仮定する。また、

簡単化のために不変資本は常に一様に全部が、その資本の1回転期間の生産

物に入り込む(価値移転)と仮定する。さらに、「資本の有機的構成」を以下、

簡略化して「資本の組成」と呼ぶことにする。 

＜諸前提と帰結＞ 

Ⅰ．前提 

 1) 資本の組成：農業に於ける資本 A の組成が、社会的平均資本 B の組成

より低い(現実的)。 

2) 資本の回転：共に同じ(非現実的)。 

展開……表3-2 
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帰結……農産物の価値 > 生産価格 

 

Ⅱ．前提 

 1) 資本の組成：共に同じ(非現実的)。 

2) 資本の回転：農業資本Aの回転が、社会的平均資本Bの回転より遅い 

(現実的)。 

展開……表3-3 

表3-3       

部 

門 
投下資本 

1年間

の回

転数 

1年間

の消費

資本 

年剰

余価

値 

平均

利潤 
価値

生産

価格

A 80c + 20v = 100 1 100 20    40 120 140

B 80c + 20v = 100 2 200 40 40 240 240

 

帰結……農産物の価値 < 生産価格 

 

Ⅲ. 前提 

1) 資本の組成：農業に於ける資本 A の組成が、社会的平均資本 B の組成よ

り低い(現実的)。 

表3-2       

部 

門 
投下資本 

1年間

の回転

数 

1年間の

消費資

本 

年剰

余価

値 

平均

利潤 

価

値 

生産

価格

A 75c+25v =100 1 100 25 15 125 115

B 85c+15v =100 1 100 15 15 115 115

注： この場合の平均利潤は、社会的平均資本Bの利潤に規定される。

なお、ここに於けるBは非農業部門に限らず、農業部門をも含めた

社会全体の資本によって形成されたものとする。したがって、Bに

於ける価値=生産価格は、同時に社会全体の総価値=総生産価格を意

味している。以下の表3-3～3-4もこれに準ずる。 
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2) 資本の回転：農業資本Aの回転が、社会的平資本Bの回転より遅い(現実

的)。 

展開……表3-4 

表3-4   

部 門 投下資本

1年間

の回転

数 

1年間の

消費資本 

年剰

余価

値 

平均

利潤 
価値 

生産価

格 

(1) 

A 
75c + 25v

= 100 
1 100 25 30 125 130 

B 
85c + 15v

= 100 
2 200 30 30 230 230 

(2) 

A 

同上 

1 100 25 25 125 125 

B 
 

 
 

 

 
 

25 25 
 

 

 

 
 

(3) 

A 

同上 

1 100 25 20 125 120 

B 

    

 

 
 

 

 
 

20 20 

 

 

 

 

 

帰結……(1) 農産物の価値 < 生産価格 

    (2) 農産物の価値 = 生産価格 

    (3) 農産物の価値 > 生産価格 

  この場合の帰結は、農業資本の組成の低位性が強く作用するとき、農

産物の価値は生産価格より高くなり(3)、逆に農業資本の回転期間の長

期性が強く作用するとき、農産物の価値は生産価格より低くなる(1)。

両者の作用が偶然に均衡するときのみ、農産物の価値と生産価格は一致

する(2)ということである。 

 

以上のことから、絶対地代に於ける成立条件の根拠となる「農産物の生産

価格を超える価値との差額」が常に存在し得るのは、前提Ⅰの場合のみであ

3

2
1

3

2
166

3

2
191

3

2
191

3

1
1

3

1
133

3

1
153

3

1
153
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ることがわかる。しかし、その前提Ⅰは農業資本の有機的構成の低位性とい

う現実的前提を含んでいるが、同時に農業資本の回転期間が社会的平均資本

のそれと同じという非現実的な前提をも含んでいる。したがって、その根拠

が現実に常に存在し得るとはいえない。 

それは農業資本の回転期間が遅いという現実を反映した前提Ⅱの帰結を見

れば明らかである。農業資本の回転期間の遅さは、農業資本の有機的構成の

低位性とは全く逆の作用をするからである。その両側面を反映した農業資本

の現実の運動は、前提Ⅲに包括されている。その場合の帰結は、農業資本の

有機的構成の作用が強く作用するか、または農業資本の回転の遅さ(長期性)

が強く作用するかによって、農産物の価値がその生産価格を超える場合もあ

るし、超えない場合もある。 

すなわち、絶対地代の価値源泉といわれているところの「農業部門内の超

過剰余価値」が存在し得る場合もあるし、存在しない場合もあるということ

である。このように、農業資本の現実の運動を両側面から考察するとき、絶

対地代に於ける成立条件の根拠が必然的に存在し得るとは、理論的にも現実

的にもいえないのである。 

 

第 4節 絶対地代と独占地代の概念上の混乱 
 

 一般的に絶対地代とは、次のように説明されている。農業資本の有機的構

成の低位性から導き出されたところの「農産物の生産価格を超える価値との

差額」としての超過剰余価値(超過利潤)が一方に存在し、他方では「土地所

有の独占」によって自由な資本投下が阻害される。その結果、本来、資本自

由競争によって消滅するはずの超過利潤がそのまま存続し、地代として自立

化したものが絶対地代といわれている。 

 しかし、すでに検討したように、この絶対地代の成立条件の根拠となる超

過剰余価値は必ずしも存在するとはいえない。それは農業資本の回転期間の

長期性によって相殺されるからである。すなわち、その根拠は一面的考察に

基づくものであった。したがって、このことから一般にいわれている絶対地

代の概念の不十分さを指摘出来るが、ここではさらに、その不十分な絶対地

代の概念規定がどのような理論的混乱を引き起こしているかを見ることによ
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って、その不当性を明らかにし、絶対地代の基本概念を明確にしたい。 

 概念の混乱をもたらしているのは、絶対地代と独占地代との間においてで

ある。そこで、まず原著である資本論(第3部、第45～46章)に則して、両地

代の概念構成を見ることにしよう。 

絶対地代 

 (1) 土地所有の独占が産む地代 

 (2) 農産物の生産価格を超える価値との差額 

独占地代 

 (1) 本来の独占価格 2) に基づく地代 

 (2) 農産物の価値を超える市場価格との差額 

 

 注2) ここでいう「本来の独占価格」とは、商品の生産価格によっても

価値によっても規定されず、買い手の欲望と支払能力によっての

み規定されるもの。たとえば、それは生産量が限定されている特

産品などにみられる。ただし、これは一般の独占価格、つまり資

本の結合による市場支配を通じて形成されるものとは異なる。 

 

このように両地代の概念は、地代創出の原因による概念区分(1)と、農産物

の価値基準による概念区分(2)との合成によって形成されている。すなわち、

絶対地代は土地所有の独占によって作り出され、その上限は農産物の価値に

よって規定されている。他方、独占地代は本来の独占価格によって作り出さ

れ、その下限は農産物の価値によって規定されているからである。 

 この(1)と(2)の合成による概念区分は、次のような場合に矛盾が発生する。「土

地所有の独占→ 地代の要求→ 価値以上の市場価格形成」という過程を経て地

代が実現される場合である。その場合には土地所有の独占によって作り出され

た地代でありながら、農産物の価値を超えた市場価格のもとで実現される地代

である。したがって、この場合の地代は、地代創出の原因によれば絶対地代で

あるが、農産物の価値基準による概念区分によれば独占地代ともいえる。しか

し、前述のように(1)と(2)の合成による概念区分を遵守すれば、この場合の地代

は絶対地代でも独占地代でもなく、第三の地代といえる。 

 この第三の地代の本質を明らかにする前に、絶対地代及び独占地代と対比
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させて、この第三の地代の構成を表3-5に示す。 

  問題はⅢの項にある第三の地代が何か、ということである。従来、この問

題はあまり大きく取り上げられることはなかった。なぜなら、通常このよう

な地代は存在することはなく、仮想的かもしくは特殊な場合に限定されると

見なされていたからである。しかし、育成林業(人工造林)の場合には、むし

ろこの第三の地代こそが、大きく一般的な存在として浮かび上がってくるこ

ととなった。 

育成林業では既述のように資本の回転期間の長期性が強く作用するため、

林木の生産価格はその価値より高くなる。そこで、土地所有の独占によって、

林木の市場価格が生産価格以上に高騰するとき、その市場価格はすでに林木

の価値以上になっていることを意味する。その場合、土地所有者が獲得する

地代は、「Ⅰの項の絶対地代」ではなく、「Ⅱの項の独占地代」でもない。「Ⅲ

の項の第三の地代」になる。このことは、育成林業に限ったことではない。

農業においても資本の回転期間の長期性は存在し、農産物の価値と生産価格

との関係において農業資本の有機的構成の低位性とは逆の作用をしている。

したがって、農業資本の回転期間の長期性が強く作用するときには、第三の

地代が生じる。 

従来、一般に第三の地代が生ずる場合を大きく取り上げることはなかったと

はいえ、マルクスをはじめ後世のマルクス経済学者の間で、わずかながら取り

上げられてきた。資本論においても特殊な場合として数カ所で指摘されている

が、その場合、第三の地代がどの地代範疇に該当するかということについて、

マルクスの論述は必ずしも明確ではなく、また一貫性を欠いている 3)。そのた

表3-5    

      地 代 の 形 態

概念区分の基準       
Ⅰ.絶対 

  地代 

Ⅱ.独占 

   地代

Ⅲ.第三の

   地代 

(1) 地代創出の原因 
土地所有

の独占 

本来の 

独占価格

土地所有 

の独占 

(2) 農産物の価値基準 

 (市場価格の形成水準) 
価値未満 価値以上 価値以上 
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め、後世のマルクス経済学者の間でも、その場合に生じる地代についての見

解は様々である。大別すると、絶対地代説と独占地代説に分かれるが 4)、通

説は後者といえよう。 

 

 注3) この点について、マルクスは資本論の中で(長谷部文雄訳、「資本

論、第三部下」第 5 巻、青木書店、1967 年、1093 頁)次のように

いう。「未耕地への資本の無地代的な投下に対して、土地所有が加

える制限の結果として、穀物が生産価格以上どころか価値以上に

も売られる場合には、地代が独占価格を創造するであろう。」と。

この個所では、ここに実現される第三の地代について、マルクス

は独占地代とも絶対地代とも明言していない。しかし、他の個所

(前掲書、1134頁)では次のように述べている。「けだし、絶対地代

は生産物の価値のうち生産価格を超える超過分の実現されたもの

を想定するか、さもなければ、生産物の価値を超える超過分たる

独占価格を想定するからである。」と。この個所では、この第三の

地代を明確に絶対地代の範疇に入れている。しかし、これはマル

クスの絶対地代論の全体の論旨からすれば矛盾し、不当な表現と

いえる。いずれにしても、この場合の地代範疇について、マルク

ス自身動揺し、理論的混乱を引き起こしているといえよう。 

 

 注4) この第三の地代に対する従来の見解は、次の通りである。 

独占地代説…新沢嘉芽統、宇野弘蔵、リュビーモフ、山田勝次郎 

絶対地代説…カウッキー、大内力、日高晋 

 

 絶対地代説は地代創出の原因(土地所有の独占)を基本要因とし、独占地代

説は農産物の価値基準(価値以上の市場価格の形成)を基本要因として、それ

ぞれ成立している。しかし、前述の資本論による両地代の概念規定にしたが

えば、「地代創出の原因」及び「農産物の価値基準」は共に両地代の基本要因

であるため、この第三の地代は絶対地代でも独占地代でもない。そこで、こ

のような第三の地代に対する諸見解の混乱を避けるため、あらためて両地代

の基本概念を吟味する必要がある。その検討を次章で行う。 
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第 4 章 所有地代の形成とその価値実現過程 
 

第 1節 所有地代の形成―新しい絶対地代― 
 
 ここでいう所有地代とは、全く新しい地代範疇を意味しているわけではな

い。従来の絶対地代の概念の中から誤った側面を除去して、新しい絶対地代

の概念を確立し、それを所有地代と呼ぶことにする。なお、この所有地代と

いう名称は、田代隆が岩片磯雄退官記念論文集「農業経営の発展の理論」(養

賢堂、1973 年、31 頁)の中で、はじめて用いたものである。前述のように、

従来の絶対地代の概念は不明瞭のため、独占地代との混乱を引き起こしてい

る。そこで、ここでは各々の地代の基本概念を明確にする。 

 絶対地代と独占地代の基本概念を明らかにするために、次の点に留意する。

両地代の成立にとって必要不可欠な要因のみを抽出し、両地代の混乱を招く

ような不純な要因を除去することである。 

 初に両地代の概念の一方の柱である「地代創出の原因」について見る。

絶対地代は既述のように「土地所有の独占が産む地代」であり、独占地代は

「本来の独占価格に基づく地代」である。その各々の意味するところをより

詳細に見ると、次のようになる。絶対地代についていえば、土地所有者は無

償で資本家に土地を貸さず、地代(借地料)の支払なしには 劣等地であって

も資本投下を許さない。他方、資本家は平均利潤を得ること(実現出来るとい

う期待)なしに資本投下をしない。したがって、資本家は土地生産物の市場価

格が土地所有者の要求する地代を支払い得る点まで生産価格を超えて上昇し

たときにはじめて、農業部門への資本投下を行う。このように、土地所有の

独占という外的な力によって諸資本の自由な競争は制限され、いいかえれば

他部門からの資本の自由な流入が阻止され、土地生産物の市場価格が生産価

格以上に恒常的に高騰する結果として、絶対地代が発生する。その意味で、

土地所有の独占が絶対地代を産むといえる。 

 次に、独占地代について見る。これは生産量が限定されている特産品(特別

な品質を有する農産物)を生産する土地にみられる。すなわち、特産品は一般

に他のいかなる土地でも生産することは出来ないため、一つの独占価格を形
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成する。その独占価格は買い手の欲望と支払能力のみによって規定されるも

のであり、前述の「本来の独占価格」である。したがって、その土地の借地

農業者はこの独占価格によって、他の借地農業者にはみられない多大の超過

利潤を実現する。この場合に、本来の独占価格によって形成される超過利潤

が地代に転化され、特産地の土地所有者に帰属するものを独占地代という。

この意味において、独占地代は本来の独占価格に基づく地代といえる。 

 このように地代創出の原因は、明瞭に両地代を区別することが出来る。し

たがって、それは両地代の概念区分の基本概念といえる。 

 次に、両地代のもう一方の柱である「農産物の価値基準」について見る。

絶対地代は「農産物の生産価格を超える価値との差額」であり、独占地代は

「農産物の価値を超える市場価格との差額」という点である。いいかえれば、

地代が農産物の価値を超えて実現されるか否かによって、絶対地代か独占地

代に区分する。その基準を両地代の形成の基本要因とみなすとき、絶対地代

が土地所有の独占によって生じる場合においても、農産物の価値を超えて実

現される場合には独占地代とみなすことになる。 

 そこで、この「農産物の価値基準」が意味するところをより詳細に検討す

ることにしよう。両地代の区別に農産物の価値基準を設ける根拠としては、

一般に次の二点が挙げられている。一つは、価値法則を侵害するか否かとい

うことであり、もう一つは通常的(正常的)な形態であるか否かということで

ある。 

 第一点の価値法則を侵害するか否かということについて見る。すなわち、

土地所有の独占によって農産物の価格がその価値を超えて地代を形成する場

合、価値法則を侵害することになるかどうかということである。マルクスは

当初、そのことが価値法則の侵害になると考えていたようである。たとえば、

エンゲルスにあてた「資本論に関する手紙」(1862 年 8 月 9 日付)の中で、次

のように述べている。「ぼくが理論的に証明すべき唯一のことは、価値法則を

侵害しないでの絶対地代の可能性だ」と。そしてマルクスは資本論や剰余価

値学説史において、農業資本の有機的構成の低位性から「農産物の生産価格

を超える価値との差額」の存在を想定し、そこに絶対地代の成立条件の根拠

を求めた。その場合、マルクスは非農業部門においては資本の自由競争が貫

徹しているため、「価値の総額 = 生産価格の総額」が成立しているという想
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定のもとに、農業部門に於ける絶対地代を立論しようと考えたと推察される。

いいかえれば、非農業部門と農業部門との間には、価値の相互移転がないと

いう前提である。したがって、絶対地代が農産物の価値を超えて実現される

場合、その価値を超える地代部分の価値実体の根拠がなくなり、価値法則の

侵害になるとみなしたものと推察される。 

 もし、非農業部門と農業部門の間で価値の相互移転があり得るという想定

に立つならば、そのような考えは生じなかったであろう。その証拠にマルク

スは資本論の中の別の個所(長谷部文雄訳「資本論、第三部下」第5巻、青木

書店、1967年、1213頁)で、次のような見解を示している。「土地所有の独占

によって……価値を超えて騰貴する独占価格が可能となるとしても、そのこ

とによっては、商品の価値によって与えられる限界は止揚されないであろう。

特定商品の独占価格は、他の商品生産者の利潤の一部分を、独占価格をもつ

商品に移譲するだけであろう。」と。つまり、農産物の価格がその価値を超え

て地代を実現するとしても、価値法則は侵害されず、ただ他の商品の剰余価

値の一部分が農産物に移転されるにすぎない、ということである。 

 農産物の価格がその価値を超えて地代を形成する場合、価値法則を侵害す

ることになるか否かということは、両部門の価値の相互移転が商品市場を通

してなされ得るか否かに関わってくる。それはいうまでもなくなされ得ると

いえよう。農業生産部門の生産資材の多くは非農業部門からもたらされ、逆

に非農業部門の賃労働者の生活資料(食料など)の多くは農業部門からもたら

されるからである。したがって、両部門で生産された価値の相互移転は、そ

のような商品市場に於ける交換の中でなされ得るといえる。その中での価値

法則の貫徹とは、ただ社会全体の総商品の価値総額が、総商品の価格総額を

規定する、ということのみである。土地所有の独占によって農産物の価格が

その価値を超えて地代を実現する場合、価値法則を侵害するということには

ならないのである。 

 第二に、通常的(正常的)な形態か否かという根拠について見よう。すなわ

ち、土地所有の独占によって生じる地代が、農産物の価値の範囲内で実現さ

れる場合が通常的な形態であり、農産物の価値を超えて実現される場合は例

外的な形態とみなす見解である。このことに関するマルクスの見解は、一貫

してその立場をとっている。その意味するところは、農業資本の有機的構成
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の低位性から「農産物の生産価格を超える価値との差額」の存在を想定し、

他方、土地所有の独占によって地代化される部分は種々の制限 5) から、通常

その差額の全部または一部にすぎないということである。 

 しかし、それはすでに明らかなように一面的な側面からの結論である。す

なわち、その見解は基本的には農業資本の有機的構成の低位性のみに立脚し、

農業資本の回転期間の長期性を捨象したところで成立するものにすぎないか

らである。農業資本の回転期間の長期性は、農産物の生産価格をその価値以

上に高めるという逆作用をする。したがって、農業資本の運動の両側面を考

慮に入れるとき、農産物の価格が通常的には、その価値に等しいか、価値以

下であると一概に断定し得るものではない。農業資本の回転期間の長期性が

強く作用するとき、むしろ農産物の生産価格は通常的にその価値以上となる。 

 

注5) 種々の制限としては、一般に次の諸点が挙げられる。 

① 外国穀物の自由輸入 

② 既耕地への追加投資 

③ 未耕地の存在 

この中で、「外国穀物の自由輸入」は、絶対地代の論理的な制限条

件とはいえない。論理的には外国穀物も世界市場という一つの経済圏

に包摂されるものであるからである。 

 

 以上のことから、両地代の区別に農産物の価値基準を設ける根拠はなく、

不当なものといえる。すなわち、農産物の価値基準は何ら両地代の異なった

性質を形成するものではなく、両地代の基本要因ではあり得ない。絶対地代

と独占地代の基本要因は「地代創出の原因」のみであり、「農産物の価値基準」

は不要なものである。したがって、両地代の基本概念は次のようになる。 

 

 絶対地代……土地所有の独占が産む地代 

 独占地代……本来の独占価格に基づく地代 

 

 この新しい両地代の概念は、従来のものとは全く異質なものではなく、従

来の概念を止揚した新しい概念といえる。したがって、場合によっては(従来
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の両地代の概念との区別を明確にして論ずる必要があるとき)、新しい地代の

名称を両地代に付与する必要がある。ここでは絶対地代に焦点を当てている

ため、絶対地代に関してのみ新しい名称を付与する。それをここでは「所有

地代」と呼ぶことにする。この名称は前述のように田代隆がはじめて用いた

ものである。それをここでは引用した。この名称は「土地所有の独占が産む

地代」という内容を端的に言い表したものである。 

 所有地代はもはや従来の絶対地代とは異なり、農産物の価値によって上限

を画されるものではない。すなわち、所有地代はただ土地所有の独占によっ

て農産物の生産価格を超えて実現される地代であり、それは農産物の価値の

範囲内で実現されるか、あるいは農産物の価値を超えて実現されるかは問わ

ない。両者を含むものである。 

  

第 2節 所有地代の価値源泉 
 
 本節では、所有地代の価値源泉がどこに求められるか、ということについ

て検討する。既述のように、所有地代は「土地所有の独占」によって生じ、

その地代部分は農産物の価値の範囲内で実現される場合もあり、農産物の価

値の範囲外で実現される場合もある。それは基本的に次の二つの条件によっ

て規定される。一つは農業資本の有機的構成の低位性であり、もう一つは農

業資本の回転期間の長期性である。そのいずれの力が強く作用するかによっ

て、所有地代は農産物の価値の範囲内で実現されることもあるし、農産物の

価値を超えて実現される場合もある。そこで、農業資本の有機的構成の低位

性が強く作用する場合と、農業資本の回転期間の長期性が強く作用する場合

に分けて考察する。 

 農業資本の有機的構成の低位性が強く作用する場合、農産物の価値はその

生産価格より高くなる。どの程度高くなるかは、農業資本の有機的構成の低

位性が農業資本の回転期間の長期性よりも、どの程度強く作用しているかに

かかっている。ただここでいえることは、土地生産物の価値がその生産価格

よりも高いということだけである。そのとき「土地所有の独占」によって農

産物の調整的市場価格がその生産価格を上回る場合、そのことが同時に農産

物の価値を超えるときもあるし、超えないときもある。超えない場合には、
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所有地代が農産物の価値の範囲内で実現されるから、その価値源泉は明らか

に農業部門内に求められる。 

しかし、農産物の価値を超えて所有地代が実現される場合、その価値源泉

はどこに求められるであろうか。その場合の所有地代は農産物の価値の範囲

内で実現される部分(農産物の生産価格を超える農産物の価値部分)と、農産

物の価値を超えて実現される部分(農産物の価値を超える調整的市場価格と

の差額部分)との両者から成り立つ。その中で、前者の部分はいうまでもなく

農業部門内で生産された剰余価値といえる。問題は後者の部分である。それ

は他部門で生産された剰余価値が商品交換を通して農業部門へもたらされ、

所有地代を形成しているとみられる。それ以外に後者の部分の剰余価値の源

泉を求めることは出来ないからである。 

 土地生産物の価値を超えて実現される地代の価値源泉について、マルクス

も資本論(長谷部文雄訳「資本論、第三部下」第 5 巻、青木書店、1967 年、

1213頁)の中で次のように述べている。「土地所有の独占によって……商品の

生産価格を超え、価値を超えて騰貴する独占価格が可能となるとしても、そ

のことによって商品の価値によって与えられる限界は止揚されないであろう。

特定商品の独占価格は、他の商品生産者の利潤の一部分を『独占価格をもつ

商品』に移譲するだけであろう。」と。つまり、地代が土地生産物の価値を超

えて実現される場合、それはただ他の商品の剰余価値の一部分が、その土地

生産物に移転されるにすぎないということである。 

 次に、農業資本の回転期間の長期性が強く作用する場合について見よう。

この場合は、既述のように農産物の生産価格がその価値よりも高くなる。し

たがって、農産物の生産価格を超えて実現される所有地代は、同時に農産物

の価値を超えて実現されることになる。そこで、その場合の所有地代の価値

源泉はもはや農業部門内には求められず、他部門に求めざるを得ない。すな

わち、他部門で生産された剰余価値の一部分が商品交換を通して農業部門内

に移転され、それが所有地代として実現されるということである。 
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第 3節 土地生産物の価値を超えて実現される場合の、所有地代の価

値実現過程 
 
 土地生産物の価値を超えて実現される場合の所有地代の価値部分は、他部

門からもたらされる。では、どのようにして他部門で生産された剰余価値部

分が土地生産部門へもたらされるであろうか。ここではその市場機構を明ら

かにしたい。それを明らかにするために、総資本による剰余価値の分配が、

所有地代の形成前後でどのように変化するのかということを見る。 

 はじめに、諸地代が農業部門に形成されない場合を想定する。すなわち、

農業部門にはどのような種類の制限(土地所有の独占、自然力の独占 = 優等

地利用の制限等)も存在しない場合である。その場合、全産業部門で資本の自

由競争が行われることになり、資本制商品生産段階では各部門の商品の市場

価格は生産価格によって規定される。なお、諸商品の価値と生産価格との関

係を見ると、諸資本の有機的構成や回転期間の相違から、一般的に個々の商

品では一致せず、ただ諸商品の総価値と総生産価格が一致するのみである。

しかし、ここでは考察を容易なものにするために、個々の生産部門の商品に

おいてもその価値と生産価格は一致するものと仮定する。すなわち、諸資本

の有機的構成の相違と回転期間の相違との作用が均衡する場合である。 

 以上の観点から、ここに三つの相異なる生産部門をとり、その三つの資本

をもってその社会の総資本を形成するものと仮定する。そのうち部門Ⅰを農

業部門とする。さらに諸資本の有機的構成及び回転期間は表 4-1 のように仮

定する。なお、剰余価値率は100%とし、不変資本は常に一様に資本の1回 

 

表4-1    

部門 投下資本 
1年間の

回転数 

1年間の

消費資

本 

年剰

余価

値 

平均

利潤 
価値

生産

価格

Ⅰ 60c+40v =100 1 100 40 40 140 140

Ⅱ 80c+20v =100 2 200 40 40 240 240

Ⅲ 90c+10v =100 4 400 40 40 440 440

計 300    － 700 120 120 820 820



 78

転期間の生産物に入り込む(価値移転)ものと仮定する。そのとき、表4-1にみ

られるように、ここでは総価値と総生産価格が一致するだけではなく、各生

産部門の商品の価値と生産価格も一致する。 

 次に、農業部門において「土地所有の独占」が生じ、資本の自由競争が制

限されるとしよう。その場合、土地生産物の市場価格はその生産価格を超え、

同時にその価値をも超えて形成される。それによって土地生産物には超過利

潤(または超過剰余価値)が形成される。この場合、土地生産物の市場価格は

仮に 140 から 150 に上昇するものとしよう 6)。そのことによって土地生産物

に超過利潤10が生じる。その超過利潤が土地所有者によって地代に転化され

る。 

 

注6) ここでは、一つの仮定を含んでいる。ある商品の価格が上昇した

場合、その需要量は減少し(人口を一定とする)、その供給量も減少

せざるを得ない。したがって、その商品部門で生産する価値量も

減少する。しかし、ここでは土地生産物の需要量と生産量、及び

その価値量も変わらないものと仮定している。現実にはそのよう

なことはないが、ここで重要なことは価値と価格の乖離が生じる

ということだけなので、その点だけを生かし、価値量の減少は捨

象する。 

 

 そのときの超過利潤部分は、どこからどのようにしてもたらされるであろ

うか。その点を考察するに当って、土地所有の独占が生じた後の表面的な市

場価格の変化と、それに伴う利潤配分の変化を示すと、表4-2のようになる。

ただし、この表 4-2 は考察の便宜上作成したものであり、完結したものでは

ない。土地所有の独占によって生じた実質的な利潤の再配分や剰余価値の配

分の変化は、後述の表 4-3 によって完結するが、表 4-2 はその移行過程であ

り、考察をより容易にするために作成したものである。 

表 4-2 では、次の二点が注意される。一つは剰余価値の総額が 120 である

にも関わらず、利潤の総額は130になっているということである。他の一つ

は、それによって総商品の価値と価格の背離が生じているということである。

すなわち価値の総額は820であるにも関わらず、市場価格の総額は830とな
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っている。 

 まず第一点についていえば、利潤の総額と剰余価値の総額が異なっている

ということは、この表に表されている利潤量が名目的なものにすぎないとい

うことである。すなわち、この利潤量が剰余価値の量を正しく反映していな

いという意味で、前述のように名目利潤と呼ぶ。それに対して、剰余価値の

量を正しく反映したものを実質利潤と呼ぶことにする。ここに於ける名目利

潤と実質利潤の量的関係は、次のようになる。名目利潤130に対して実質利

潤は120ということである。したがって、表4-2に表されている部門Ⅰの利 

潤額50の実質利潤は
13

2
46 (= 50 ×

130

120 )となる。同様にして各部門の実質利 

潤を算定したものを表4-3-2(表4-3-1により作成)に示す。 

第二点についていえば、市場価格の総額と価値の総額が異なっているとい

うことは、その場合の市場価格が名目的なものにすぎないということである。 

 

表4-3-1 

部門 
1年間の

消費資本

年剰余

価値 
価値 

生産

価格 

名目的市

場価格 

 Ⅰ 100 40 140 140 150

 Ⅱ 200 40 240 240 240

 Ⅲ 400 40 440 440 440

 計 700 120 820 820 830

表4-2      

部門 

1年間

の消費

資本 

年剰

余価

値 

価値
生産

価格 

市場

価格 

平均

利潤 

超過

利潤 

総

利

潤 

Ⅰ 100 40 140 140 150 40 10 50

Ⅱ 200 40 240 240 240 40 0 40

Ⅲ 400 40 440 440 440 40 0 40

 700 120 820 820 830 120 10 130
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表4-3-2 

部門 

名目利潤 実質利潤 実質的

市場価

格 
平均 超過 計 平均 超過 計 

Ⅰ 40 10 50
13

12
36

13

3
9

 
13

2
46

13

2
146

Ⅱ 40 0 40
13

12
36 0 

13

12
36

13

12
236

Ⅲ 40 0 40
13

12
36 0 

13

12
36

13

12
436

計 120 10 130
13

10
110

13

3
9

 
120 820 

 

 すなわち、価値量を正しく反映していないという意味で名目的市場価格と

いえる。そこで価値量を正しく反映したものを実質的市場価格とすれば、そ

れは次のように算出される。すなわち、費用価格(1年間の消費資本額)プラス

実質利潤額である 8)。 

 

注8) 部門Ⅰの市場価格の一方的上昇(価値の増加を伴わない価格の上

昇)は、ここでは単に利潤部分の名目的上昇としてのみ表れるよう

に仮定している。それは剰余価値の生産と分配の関係をより純化

した形でとらえるためである。しかし、実際にはそれは費用価格

の名目的価格上昇を伴って現れる。すなわち部門Ⅰの商品が農産

物のような生活必需品である場合、その価格上昇は可変資本への

投下額を増加させ、費用価格の上昇を伴うものである。 

 

以上の観点から、土地所有の独占によってもたらされる各部門間の実質利

潤の再配分や各部門の商品の実質的市場価格は表4-3-2のようになる。この

表から明らかなように、部門Ⅰに形成されていた超過利潤10は名目的なもの 

であり、その実質利潤額は
13

3
9 といえる。この超過利潤部分はどこからどの 
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ようにしてもたらされるのであろうか。それは総資本の平均利潤部分の剰余

価値量を低めることによってである。すなわち、平均利潤部分を形成してい 

た剰余価値量の総額は、当初の(土地所有の独占が生じる前)120から
13

10
110 へ

減少している。その差額は
13

3
9 であり、それが部門Ⅰの超過剰余価値部分の

13

3
9 を形成しているといえる。 

したがって、ここでの結論としては、土地生産物の価値を超えて実現され

る場合の所有地代の価値源泉は、社会全体(全産業部門)で生産された剰余価

値の一部分であり、それは総資本の平均利潤部分の剰余価値量を低めること

によってもたらされるということである。 
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第 5 章 諸地代の算定方式 
 

第 1節 二つの地代算定方式とその相違 
 
 絶対地代をはじめとして、諸地代の量的規定は必ずしも明確ではない。と

くに絶対地代については、「剰余価値学説史」方式と「資本論」方式との相違

が明確になり、そのいずれが正しいかをめぐって、従来種々論議されてきた。

いわゆる「単位面積当り一定」説と「単位生産物当り一定」説である。 

このことは、じつは従来の絶対地代概念と新しい絶対地代の概念、すなわ

ち所有地代の概念と密接に結びつく問題でもある。なぜなら、従来の絶対地

代の概念と、その概念を止揚したところの所有地代の概念との相違は、単に

質的なものにとどまらず、量的な相違を内包する。そして、この量的規定の

相違はすでに「剰余価値学説史」方式と「資本論」方式との相違として問題

提起されていたのである。この点をここでは検討する。 

はじめに、従来の絶対地代の概念に基づく地代算定方式について見る。そ

れは既述のように、「農産物の生産価格を超える価値との差額」という絶対地

代の量的規定に由来する。すなわち、それは次のように表式化されている。 

 

Ⅰ「剰余価値学説史」方式 

絶対地代 = 個別的価値－個別的生産価格 

差額地代 = 市場価値－個別的価値 

総地代 = 市場価値－個別的生産価格 

 

 これは、マルクス著「剰余価値学説史」に表されている方式であり、一般

にマルクス方式ともいわれる。ここでは絶対地代は「個別的価値－個別的生

産価格」として原則的な量的規定がなされている。 

 他方、新しい絶対地代の概念、すなわち所有地代に基づく地代算定方式に

ついて見よう。所有地代は農産物の価値によって上限を画されるものではな

い。その量的規定はただ「農産物の生産価格を超える市場価格との差額」と

いえる。このことは、一般に次のようにいわれている地代算定方式と共通す
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る。 

 

Ⅱ「資本論」方式 

    絶対地代 = 市場価格－市場生産価格 

    差額地代 = 市場生産価格－個別的生産価格 

    総地代 = 市場価格－個別的生産価格 

 ※ ここでの市場生産価格とは、 劣等地の個別的生産価格を意味する。 

 

これは「資本論」にみられる方式であり、一般にはカウッキー方式ともい

われている。たしかにカウッキー著(1899年)「農業問題」(山崎春成・崎山耕

作訳、第1分冊、国民文庫、大月書店、1960年、129頁)の地代表では、この

方式が取り入れられている。しかし、資本論においては必ずしも明確な形で

この方式が示されているわけではない。ただ、絶対地代については資本論の

中でもこの方式が明確に示されている(マルクス著、長谷部文雄訳「資本論、

第三部下」第 5 巻、青木書店、1954 年、1056 頁)。差額地代についても詳細

に検討すれば、この方式に立脚して資本論の中の地代表が作成されているこ

とがわかる(小栗克之著「地代算定方式について」日本農業経済学会誌、農業

経済研究、第46巻第3号、1975年、127～128頁)。この絶対地代の算定方式

は従来の絶対地代の概念に反するものであり、絶対地代の新しい概念、すな

わち所有地代の概念に合致するものである。 

二つの地代算定方式と新旧二つの絶対地代の概念との相互関係については

次節で検討する。ここでは二つの地代算定方式の量的な違いを明確にしたい。

その前に、二つの地代算定方式の共通点について見る。それは総地代の算定

方式にみられる。共に等しく「市場価値(市場価格)－個別的生産価格」とな

っている。ここでの市場価値とは、市場価格(調整的市場価格の意)と同義語

である。 

次に、相違点について見る。差額地代と絶対地代に関する地代算定方式は、

第Ⅰ説(「剰余価値学説史」方式)と第Ⅱ説(「資本論」方式)では明らかに異な

る。その相違を各々の地代算定方式に基づいて数量的に例示してみよう。た

だし、ここでは市場価値が 劣等地の個別的価値に等しいという前提を設け

る。この前提のもとでのみ、第Ⅰ説の地代算定方式は成立し得るからである。
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いいかえれば、この前提がなければ第Ⅰ説は成立し得ない。その点について

は後述する。 

その前提のもとにA，B，Cの三種類の土地を想定し、1エーカー当りの投

下資本額は一様に50シリングとする。なお、投下資本の有機的構成も同一と

する。その場合の生産物量は、それぞれ1クオータ、2クオータ、3クオータ

とし、生産物の価格は 1 クオータ当り 70 シリングとする。なお、利潤率を

20%とすれば、投下資本額50シリングに対する生産費は60シリングとなる。

以上の仮定を整理すると表 5-1 のようになり、さらに同表に基づいて地代を

算定すれば、第Ⅰ説及び第Ⅱ説の場合、各々の地代は表5-2のようになる。 

表 5-2 で明らかなように、第Ⅰ説と第Ⅱ説では差額地代及び絶対地代の数

量が異なってくる。ただ 劣等地Aにおいてのみ等しい。この地代算定方式

の違いは、従来、絶対地代に関してのみ大きく取り上げられていた。すなわ

ち、絶対地代が各土地種類において単位土地面積当り一定(第Ⅰ説)か、単位

生産物当り一定(第Ⅱ説)かという論争である。表5-2においても、第Ⅰ説では

絶対地代が単位面積当り一定(1 エーカー当り 10 シリング)であるのに対し、

第Ⅱ説では単位生産物当り一定(1 クオータ当り 10 シリング)となっている。

このように、絶対地代に関しては両説の地代算定方式の違いが特徴的に現れ

ている。しかし、絶対地代算定方式の違いはそれだけにはとどまらず、差額

地代の算定方式の違いと表裏一体をなすものである。また、独占地代の算定 

 

表5-1     単位：シリング、クオータ 

 土地 

 種類 

1エーカー当

り 
1クオータ当り 

生産価

格 

生

産

物 

個別的

生産価

格 

市場

生産

価格 

個別的

価値 

市場

価値

A 60 1 60 60 70 70

B 60 2 30 60 35 70

C 60 3 20 60
3

1
23  70
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方式の違いにも影響を及ぼす。それらの点については後述する。 

 

第 2節 両地代算定方式の検討 
 
1．第Ⅰ説：「剰余価値学説史」方式 

 この場合の地代算定方式を再度表示すると、次のようになる。 

絶対地代=個別的価値－個別的生産価格 

差額地代=市場価値－個別的価値 

総地代=市場価値－個別的生産価格 

 この算定方式が成立するためには、次の諸条件が必要である。すなわち、

絶対地代が成立するためには、①「個別的価値 > 個別的生産価格」という

条件、差額地代が成立するためには、②「市場価値≧個別的価値」という条

件、さらに総地代が成立するためには、③「市場価値 > 個別的生産価格」

という条件である。 後の条件は、前の二つの条件が満たされるならば、自

動的に満たされる。したがって、第Ⅰ説の地代算定方式の必要条件は①と②

である。そこで、これらの条件が農業資本の運動をみた場合、一般的に存在

し得るのかどうか、ということについて見よう。 

 初に、絶対地代の成立条件であるところの「個別的価値 > 個別的生産

価格」という点について見る。それは「剰余価値学説史」の中では、どのよ

うな論理的・歴史的根拠に基づいて立論されているかを見よう。それは端的

表5-2     単位：シリング、クオータ 

  

土地

種類 

  

第Ⅰ説 第Ⅱ説 

1エーカー当り
1クオータ当

り 

1エーカー当

り 
1クオータ当り

差額

地代 

絶対

地代 

差額

地代

絶対

地代 

差額

地代

絶対

地代 

差額

地代 

絶対

地代 

A 0 10 0 10 0 10 0 10

B 70 10 35 5 60 20 30 10

C 140 10
3

2
46

3

1
3  120 30 40 10
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にいえば、次のように要約される。すなわち、歴史的な傾向として農業資本

の有機的構成は社会の平均的な資本の有機的構成よりも低い。したがって、

農産物の価値はその生産価格(該当の本文では費用価格という用語で表現)よ

り高くなるということである(大内兵衛・細川嘉六監訳「マルクス=エンゲル

ス全集26Ⅱ、剰余価値学説史Ⅱ」大月書店、1970年、319～320頁)。 

 しかし、そこには既述のように重大な見落としがある。ある商品の価値と

生産価格の乖離は単に諸資本の有機的構成の相違からだけ生じるのではなく、

諸資本の回転期間の相違からも生じる。したがって、農産物の価値と生産価

格との関係を考慮する場合、無条件に農業資本の回転期間を捨象することは

許されない。仮に農業資本の回転期間が他産業資本に比べて相対的に短く、

農産物の価値と生産価格との関係において農業資本の有機的構成の低位性と

同じ方向で作用する場合には捨象しても良い。しかし、農業資本の回転期間

は論理的・歴史的に見れば、むしろ社会の総資本の平均回転期間よりも長く、

農業資本の有機的構成の低位性とは逆の作用をする。したがって、農業資本

の回転期間を捨象することは出来ない。 

 農業資本の回転期間の遅さは、農産物の価値に比べて、その生産価格を高

める。そのとき農産物の価値がその生産価格よりも高いか低いかは、農業資

本の有機的構成の低位性が強く作用するか、農業資本の回転期間の遅さが強

く作用するか、そのいずれかによって決まる。いいかえれば、農産物におい

て「個別的価値 > 個別的生産価格」という関係は必ずしも一般的に成立す

るとはいえない。ただ、ここでいえることは農業資本の現実の運動を両側面

から考察するとき、この絶対地代の算定方式の成立条件は、理論的にも歴史

的にも必然性をもつものではないということである。 

 次に、差額地代の成立条件である「市場価値≧個別的価値」について見る。

これを分解してみると、 劣等地では「市場価値 = 個別的価値」であり(差

額地代第Ⅰ形態のみを前提)、そこでは差額地代を生じないが、その他の優等

地では「市場価値 > 個別的価値」となって差額地代を生じるということで

ある。 劣等地の生産物の個別的価値は、単位生産物当りに見れば、他のす

べての優等地の個別的価値よりも高い。したがって、 劣等地の個別的価値

が市場価値に等しいならば、市場価値は他のすべての個別的価値よりも高く

なり、上記の条件を常に満たすことになる。そこで、この条件の核心は「市
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場価値が 劣等地の生産物の個別的価値に等しい」ということにあるといえ

よう。いいかえれば、土地生産物の市場価値は 劣等地の生産物の個別的価

値によって規定されるということである。 

 では、どのようにしてそのようなことがいえるのであろうか。その場合の

説明として、「剰余価値学説史」の立論は次のようになされている。第一に、

土地生産物の価値はその生産価格より高いということ。それは農業資本の有

機的構成が低いということから導き出されている。第二に、土地所有の独占

の存在によって諸資本の自由競争が制限され、土地生産物の市場価値がその

生産価格にまで引き下げられず、土地生産物の価値に等しい水準にとどまる

ということである(前掲書、319頁を参照。ただし、本文では生産価格が費用

価格という用語で表現されている)。 

 この説明の中の第一点については、すでに検討したように論理的にも歴史

的にもその必然性はない。したがって、それを前提とした第二点の立論は砂

上の楼閣であり、根拠がないことになる。しかし、ここでは一応、第一点を

正しい前提と仮定して、第二点の論点を検討してみよう。すなわち、土地生

産物の価値はその生産価格よりも高いという前提のもとに、土地生産物の市

場価値が土地所有者の存在によってその生産価格を超える場合、土地生産物

の価値( 劣等地の個別的価値)に等しい水準に達するかどうかということで

ある。 

 その点についてマルクスは「剰余価値学説史」の中で次のようにいう。す

なわち、基本的に土地所有者は、ただ諸資本間の競争が諸商品の価値の規定

を変更するのを麻痺させ、土地生産物をその生産価格にではなく、その価値

通りに売られるようにするということである(前掲書、437頁参照)。いいかえ

れば、土地生産物の市場価値は土地所有の存在によってその市場生産価格(

劣等地の生産価格)を超え、 劣等地の個別的価値に等しくなるということで

ある。 

 しかし、現実には土地所有の存在によって土地生産物の市場価値が、その

市場生産価格を超えるとはいえ、 劣等地の個別的価値に等しい水準にとど

まるという保証はない。そこで、「剰余価値学説史」の中では土地生産物の市

場価値が 劣等地の個別的価値より小さくなる場合もあり得ると指摘してい

る(前掲書、351頁)。他方、土地生産物の市場価値が 劣等地の個別的価値を
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超えることは、一般的にあり得ないとみなしている(前掲書、351 頁及び 436

～437頁参照)。後者の場合の論拠の不当性についてはすでに明らかにしてき

たため、ここでは前者の場合のみを取り上げて検討する。 

 前者の場合、差額地代の成立条件である「市場価値が 劣等地の生産物の

個別的価値に等しい」という関係が崩れ、市場価値が 劣等地の生産物の個

別的価値より小さくなっている。その場合、「差額地代 = 市場価値－個別的

価値」という算定方式に基づくならば、 劣等地にはマイナスの差額地代が

生じることになる 9) 。それは現実的には、もはや説明不可能なものである。

そこでマルクスは「剰余価値学説史」の中で、その場合の 劣等地の差額地

代をゼロとして、マイナスの差額地代部分を絶対地代の方へ回し、 劣等地

の絶対地代額をその分だけ減少させることによって処理している 10)。 

  

 注9) 劣等地にマイナスの差額地代が生じる場合を、マルクスは「剰余

価値学説史」の中で(前掲書、342頁の表C)次のように表示している。

表Cで注意すべき点は、生産物の市場価値が 劣等地の個別的価値

以下の水準にあることである。そのため、第Ⅰ説の地代算定方式を

遵守すれば、 劣等地には表記のようにマイナスの差額地代が生じ

る。しかし、その市場価値は 劣等地の生産価格より高い水準にあ

るため、いくらかの地代が生じることになる。 

     なお、この表は不十分であり、また誤りを含んでいる。不十分な

点は、土地部類Ⅱ及びⅢの地代の総額(総地代)が未記入になって 

    いる点である。それは各々、10及び
13

6
28 となる。また誤っている

点は、 劣等地(部類Ⅰ)の絶対地代が「
13

10」と表示されている点で 

    ある。それは他の土地種類と等しく「10」でなけれければならない。

さもなければ、 劣等地において「絶対地代 + 差額地代 = 総地代」

という関係が成立しないからである。そこで、表Cを第Ⅰ説の地代

算定方式に基づいて表示し直すと、表C1のようになる。 
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注 10)「剰余価値学説史」(前掲書、344 頁)の中から、その点について見よ

う。ただし、ここでは原表をそのまま引用せず、表C1と対比する意味

で、必要な項目の数字のみを拾って整理すると、表 C2のようになる。

そこでは表C1と違って、 劣等地の差額地代をゼロとし、その代わ 

りに 劣等地の絶対地代を他の土地種類のそれより低めるということ

によって処理している。このとき、第Ⅰ説の地代算定方式は 劣等地

において貫徹し得ず、破綻している。 

表C                   単位：ポンド、トン

部

類 

資

本 

絶

対

地

代 

ト

ン

数

1トン

当り市

場価値

個別

的価

値 

総価値
地

代
差額地代

Ⅰ 100 
13

10
60

13

11
1 2 

13

10
110

13

10
13

3
9  

Ⅱ 100 10 65
13

11
1

13

11
1 120 0 

Ⅲ 100 10 75
13

11
1

5

3
1

13

6
138

13

6
18  

表C1                   単位：ポンド、トン

部

類 

資

本 

絶対

地代 

ト

ン

数

1トン当

り市場

価値 

個別

的価

値 

総価値 地代 差額地代

Ⅰ 100 10 60
13

11
1 2 

13

10
110

13

10  
13

3
9

 

Ⅱ 100 10 65
13

11
1

13

11
1 120 10 0 

Ⅲ 100 10 75
13

11
1

5

3
1

13

6
138

13

6
28

13

6
18



 90

 

 そのとき、第Ⅰ説の地代算定方式は事実上通用しなくなっている。すなわ

ち、その場合、現実の差額地代は「市場価値－個別的価値」ではなくなって

いるからである。また、その場合の現実の絶対地代も「個別的価値－個別的

生産価格」という算定方式には基づかず、 劣等地では「市場価値－個別的(市

場)生産価格」となっている。このように、土地生産物の市場価値が 劣等地

の個別的価値よりも低い場合もあるということを認めたことは、事実上、第

Ⅰ説の地代算定方式が貫徹し得なくなったことを示しているといえよう。 

 

 以上のように、第Ⅰ説の地代算定方式を成立させるための諸条件は一般的

に存在するとはいえない。すなわち、第一に土地生産物の価値がその生産価

格よりも常に大きいとはいえないからである。なぜなら、農業資本の回転期

間の遅さが農業資本の有機的構成の低位性とは逆の作用をする。そのいずれ

の作用が大きいかは論理的・歴史的に規定し得るものではないからである。 

第二に、土地生産物の市場価値が 劣等地の個別的価値に等しいとは一般

的にいえず、それはむしろ現実的には偶然の一致にすぎない。一般的には、

土地生産物の市場価値は 劣等地の個別的価値以下であるか、それ以上であ

る。その場合、他の土地種類と同一量の資本投下にも関わらず(差額地代第Ⅰ

形態を前提)、 劣等地にマイナスやプラスの差額地代が生じ、理論的に説明

のつかない現象が生じる。 

なお、この地代算定方式は従来の絶対地代の概念と軌を一にするものであ

 表C2                      単位：ポンド、トン 

部

類 

資

本 

絶対

地代

ト

ン

数

1トン当

り市場

価値 

個別的

価値 
総価値 地代 

差 額 地

代 

Ⅰ 100 
13

10
60

13

11
1 2 

13

10
110

13

10  0 

Ⅱ 100 10 65
13

11
1

13

11
1  120 10 0 

Ⅲ 100 10 75
13

11
1

5

3
1  

13

6
138

13

6
28

13

6
18  
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る。すなわち、絶対地代の上限は農産物の価値によって画され、絶対地代は

「農産物の生産価格を超える価値との差額」として算定されている。その差

額(超過剰余価値)の存在の根拠は、農業資本の有機的構成の低位性に立脚し

ているからである。 

 

2．第Ⅱ説：「資本論」方式 

 この場合の地代算定方式を再度表示すると、次のようになる。 

絶対地代 = 市場価格－市場生産価格 

差額地代 = 市場生産価格－個別的生産価格 

総地代 = 市場価格－個別的生産価格 

 

この算定方式が成立するためには、次の諸条件が必要である。すなわち、

絶対地代が成立するためには、①「市場価格 > 市場生産価格」という条件、

差額地代が成立するためには、②「市場生産価格≧個別的生産価格」という

条件、さらに総地代が成立するためには、③「市場価格 > 個別的生産価格」

という条件である。しかし、 後の条件は前の二つの条件が満たされれば、

自動的に満たされる。したがって、第Ⅱ説の地代算定方式の必要条件は①と

②である。そこで、この二つの条件が常に存在し得るかどうか、ということ

について見よう。 

初に、①「市場価格 > 市場生産価格」という条件について見ると、こ

の条件は資本主義社会のもとでは常に存在するといえる。なぜなら、私的な

土地所有者が存在する限り、土地を無料で資本家に提供することはあり得な

いからである。したがって、農産物の市場価格は市場生産価格( 劣等地の個

別的生産価格)を上回り、土地所有者に一定の借地料を支払い得る水準にとど

まる。いいかえれば、市場価格は常に市場生産価格以上になる。 

次に、②「市場生産価格 ≧ 個別的生産価格」という条件について見よう。

これは、単位生産物で見る限り問題はない。なぜなら、農産物の市場生産価

格は 劣等地の個別的生産価格によって規定されるため(差額地代第Ⅰ形態

を前提)、 劣等地の個別的生産価格には等しいが、他のすべてのより優等な

土地種類の個別的生産価格より大きいことになるからである。 

このように、第Ⅱ説の地代算定方式を成立させる条件は常に存在する。し
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たがって、この地代算定方式は現実の農業資本の運動から見ても何ら矛盾を

もたらさない。なお付言すると、ここでは絶対地代の成立条件としては「土地

所有の独占」のみであり、それが存在する限り、ここでの絶対地代の算定方式

の条件は満たされる。第Ⅰ説でみられるように、絶対地代の成立条件としての

「農業資本の有機的構成の低位性」に基づく「農産物の生産価格を超える価

値との差額」の存在は不要である。したがって、この地代算定方式は、新しい

絶対地代の概念、すなわち所有地代の概念と軌を一にするものといえる。 

なお、独占地代の算定方式について付言する。ただし、ここで取り上げる

独占地代とは、新しい絶対地代(所有地代)に対応するもの(第Ⅱ説の「資本論」

方式)であり、従来の絶対地代に対応するもの(第Ⅰ説の「剰余価値学説史」

方式)ではない。後者は既述のように誤ったものだからである。ここでの独占

地代とは、ただ「本来の独占価格に基づく地代」である。たとえ、「土地所

有の独占が産む地代」が農産物の価値を超えて実現されたとしても、それを

独占地代の範疇に入れるものではない。新しい独占地代とは、特定の土地生

産物が自然的希少性をもっている場合、その商品の価格が一般的な(調整的)

市場価格を超えて独占価格を形成し、それによってもたらされる地代である。

したがって、その量的規定は「土地生産物の市場価格を超える独占価格との

差額」ということになる。すなわち、新しい独占地代の算定方式は「独占価

格－(調整的)市場価格」となる。それは新しい絶対地代(所有地代)の算定方式

「(調整的)市場価格－市場生産価格」に対応するものである。このように、

「新しい絶対地代」と「新しい独占地代」とは、質的にも量的にも明確な区

分を有する。 

後に以上の諸地代の算定方式を再度整理して表示すると次のようになる。 

 

差額地代 = 市場生産価格－個別的生産価格 

絶対地代(所有地代) = (調整的)市場価格－市場生産価格 

独占地代 = 独占価格－(調整的)市場価格 
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第 6 章 補  論： 
地代の価値源泉に関する諸学説の系譜とその検討 

 

第 1節 差額地代の価値源泉 
 
 差額地代の源泉については、戦前戦後にわたって種々の見解が提示された。

大別すると、いわゆる「生産説」と「流通説」である。「生産説」は差額地代

を形成する剰余価値部分が農業部門内で生産されるという説であり、「流通

説」は社会全体で生産された剰余価値が流通という迂路を経て農業部門にも

たらされるという説である。この二つの説の根拠は論者によって様々である

が、基本的には前述のように価値実体をどのようにとらえるのかということ

によって相違する。すなわち、「生産説」は市場価値の総計に価値実体の根拠

を求めるが、「流通説」は個別的価値の総計に価値実体の根拠を求める。そこ

で、ここでは両説の代表的見解を取り上げて、それぞれどのように論理が構

築されてきたかを次に見る。 

 

1．生産説：リュビーモフ、井上周八 

 生産説は、既述のように差額地代を形成する剰余価値部分が農業部門内で

生産されるという説である。いいかえれば、市場価値(この場合の市場価値の

概念は、平均価値という意味ではなく、調整的市場価格の意)の総計こそ価値

実体とみなす見解である。その論拠は各論者によって多様であるが、共通的

には次のようにいえる。優等地に於ける労働は「強められた労働」として作

用し、同一労働時間内により多くの価値を生産する。したがって、土地生産

物の市場価値の総計が個別的価値(個別的労働時間)の総計を超えて差額地代

を形成したとしても、その超過分は優等地の労働によって生産されたもので

あり、農業部門内で生産された剰余価値部分とみなし得る、という見解であ

る。この論拠の眼目は、「優良な土地条件のもとでの労働が、より条件の悪い

土地での労働に比べて同一労働時間内により多くの価値を生産する」という

点にある。その点を論拠として市場価値の総計こそが価値実体を有するとみ

なす。 
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 このような見解は、どのようにして形成されたのであろうか。その系譜を

簡単に振り返ってみよう。このような見解の理論的端緒を切り開いたのはリ

ュビーモフである。彼は著書「地代論」の中で、次のようにいう。「前述の如

く、工業の超過利潤と耕地地代は幾多の差異を有するが、しかし、これは両

者いずれも超過剰余価値であることを妨げない。優秀な機械の採用によって

得られる超過剰余価値量の源泉はどこにあるのか？その源泉は相対的剰余価

値にあることを、マルクスは明瞭に指示している。では優良地の耕作によっ

て形成される超過剰余価値量の源泉はどこにあるか？これもまた相対的剰余
．．．．．

価値
．．

にある。優秀な機械を使用するとき、労働はより生産的であると同様に、

優良地
．．．

に於ける労働はより生産的
．．．．．．．．

である。……かくして、われわれは次のよ

うな現象経路をもつのである。相対的豊度―相対的により生産的な労働―相

対的剰余価値―超過剰余価値―差額地代」と(リュビーモフ著 1930 年、松村

四郎訳「地代論」ナウカ社、1934年、164頁。傍点は小栗)。このように、リ

ュビーモフは「相対的剰余価値論」に依拠して、「優等地に於ける労働はより

生産的である」ことを主張する。この考え方は、「生産説」を主張する後世の

諸学者の基本的見解として受け継がれていく。 

 ただ、このリュビーモフの立論は次の二点で誤りを犯している。第一点は

相対的剰余価値と特別剰余価値の混同である。マルクスは同一部門内で生産

条件の良いところ(優秀な機械等を有するところ)では、生産コストの低下に

より特別剰余価値をもたらす、といっているが、相対的剰余価値をもたらす

とはいってはいない。前者は革新技術の導入によってもたらされるが、後者

は生活必需品の生産部門において、生産力が向上し(革新技術の一般的普及)、

労働力の価値が低下したとき、1労働日(一定の労働時間の意)当りの剰余価値

が相対的(労働力の価値に比べて)に増加することを、「相対的剰余価値」と呼

んでいる 11)。 

第二点は、優良な生産条件のもとでの労働は「強められた労働」として作

用し、他の生産条件のもとでの労働に比べて、同一労働時間により多くの価

値を生産する、とみなした点である。この点が、後世、農業部門の特権とし

て認められ(工業部門の生産条件が優れたところでは認められないとして排

除)、土地条件(豊度差)を有する農業部門においてのみ、優等地の労働は「強

められた労働」として作用し、「同一労働時間により多くの価値を生む」とい
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う見解につながってゆく。 

しかし、本来的に同じ労働時間の労働は、生産条件の優劣に関わらず、同

じ大きさの価値を生む。その点について、マルクスは資本論の中で次のよう

に述べている。「同じ労働は、生産力がいかに変動しようとも、同じ時間内
．．．．．

に

はつねに同じ大いさの価値
．．．．．．．．

を生む。」と(マルクス著、長谷部文雄訳「資本論、

第Ⅰ編上」第1巻、青木書店、1954年、131頁)。ここでの生産力の変動とは、

基本的に生産条件の変化によってもたらされる。したがって、いいかえれば

生産条件が変化しても、同一労働時間は常に同じ大きさの価値を生む、とい

うことであり、生産条件が優れているからといって同一労働時間により多く

の価値を生むことはあり得ない。ただ、生産条件が優れていれば、同一労働

時間により多くの使用価値を生産することになるのみである。 

 

 注11) マルクスは資本論の中で(向坂逸郎訳、岩波文庫「資本論(三)」岩波

書店、1965年、12頁)、相対的剰余価値について次のようにいう。「労

働日の延長によって生産される剰余価値を、私は絶対的剰余価値と名

づける。これに対して、必要労働時間の短縮及びそれに応じての労働

日の両構成部分の量的比率に於ける変化から生ずる剰余価値を、……

相対的剰余価値と名づける」と。さらに特別剰余価値について同書の

中で(15～16頁)、次のようにいう。「ある資本家が労働の生産力を倍加

し、……この商品の個別的価値はいまやその社会的価値以下となる。

……したがって、新たな生産方法を用いる資本家が彼の商品を……社

会的価値で売るならば、……特別剰余価値を実現する。」と。同書の中

で(17 頁)、その特別剰余価値に関連して引き続き次のように述べてい

る。「例外的生産力をもつ労働は、強められた労働として作用する」と。

リュビーモフはこれらの文章の中から、特別剰余価値を相対的剰余価

値と混同し、「強められた労働」説を導き出したと推察される。 
 

 我が国では「生産説」の代表者として、山田勝次郎、井上周八が挙げられ

ている。山田は戦前派の代表であるが、差額地代の源泉問題についてはリュ

ビーモフの域を出ていない。ただ、この問題の前提条件をより明確にしたに

すぎない。というのは、優等地に於ける労働がなぜ、同一労働時間内により
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多くの価値を生産するのか、ということについては論究せず、ただ農業経営

の特殊性に基づく市場法則のモディフィケーション(平均原理→限界原理)の

機構を明確にしたにすぎない。 

 それに比べて、戦後の代表者である井上周八は、リュビーモフの見解をさ

らに一歩深める努力をしている。すなわち、優等地に於ける労働が、どのよ

うにしてより多くの価値を生産することになるのか、という点を掘り下げて

考究している。そこで、その点を取り上げて検討する。その前に、井上周八

は差額地代をどのようにとらえているのかを見ておこう。彼は著書(井上周八

著「地代の理論」理論社、1963年、93頁)の中で次のようにいう。「残された

問題は何であろうか。それは……《工業の超過利潤は個別的生産価格と市場

生産価格とのそれぞれの総計の一致において成立しているのに対し、農業の

差額地代は個別的生産価格と市場価格とのそれぞれの総計の不一致において

成立している差異》の労働価値説に基づく解明にほかならないであろう。」と。 

この叙述の中で、個別的生産価格や市場生産価格は、それぞれ個別的価値

や市場価値(社会的価値)に等しいものであることを前提としている。その上

に立って、次のようにもいう。「競争の結果、……工業では個別的価値の総計

が社会的価値の総計に一致し、農業では一致しない。……そこで農業部門の

いわゆるプラス・マイナス不一致は、じつはマルクスの労働価値説の見地か

らいえば、プラス・マイナス一致である点が論証されなければならない。」と

(前掲書、174頁)。 

以上のように井上は問題を設定して、次のような独自の解答を引き出す。

すなわち、結論を先回りしていえば、工業生産の労働と農業生産の労働とは

質的に異なる。なぜなら、農業生産の労働の場合、土地的条件(たとえば豊度)

によって強められた労働として作用し、工業生産の労働に比べ同一労働時間

により多くの価値を産出するという。その結果、農業部門では工業部門とは

異なり、個別的価値(個別的労働時間)の総計を上回る市場価値の総計が形成

される。したがって、このような農業労働の質を考慮するならば、両者は一

致するという。このような主旨を述べることによって、井上は差額地代の源

泉問題を解明したとみなす(前掲書、177頁参照)。 

しかし、そこには労働の質のとらえ方に基本的な誤りが内在する。すなわ

ち、労働の質の相違は、使用価値の生産に関してのみ現れ、価値の生産に関
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しては生じ得ない。労働の質の相違は具体的有用労働(使用価値を生産するた

めの特定の種類の生産活動)の形態で現れるのであり、抽象的人間労働(商品

価値を形成する生理学的意味に於ける労働)のもとでは現れ得ないからであ

る。価値を形成するのは抽象的人間労働であり、そのときすでに労働の特殊

な質の相違(それぞれの使用価値生産を行う様々な具体的有用労働)は捨象さ

れ、等質なものになっている 12)。 

 

注12)その点に関して、マルクスは資本論の中で(長谷部文雄訳「資本論、

第一巻上」青木書店、1969年、120～129頁)次のようにいう。「上衣と

亜麻布とが質的に相異なる使用価値
．．．．

であると同様に、それらの定在を

媒介する労働も質的に相異なる
．．．．．．．．．．

ものである。……価値
．．

としては、上衣

と亜麻布とは同等な実体からなるものであり、同等な種類の労働
．．．．．．．．

の客

観的な表現である。……それらの労働が上衣価値及び亜麻布価値であ

るのは、ただそれらの労働の特殊的な質が捨象
．．．．．．．．．．．

され、双方の労働が同
．

等な質
．．．

を、人間的労働という質を有する限りにおいてである。」と。こ

のように、価値を問題にするとき、労働の質の相違は捨象されている。 
 

また、土地的条件には豊度差と位置差があり、前者は農業部門特有のもの

であるが、後者は農業部門のみならず工業部門にもある。位置差による差額

地代は工業部門にも生じているのである。井上が農業部門の土地的条件にの

み「強められた労働」の存在を認めるということは、豊度差にのみその存在

を認め、位置差による差額地代にはその存在を認めないということになるが、

その点に関しては論究していない。暗黙のうちに「差額地代 = 豊度差によ

る地代」と限定して論述していると推察される。それでは、「差額地代 = 位

置差による地代」の場合は、どうなのか、そこにはなぜ、「強められた労働」

はないのか、という問題が派生する。「生産説」を主張する論者は一様にその

点には触れず、井上同様、「差額地代 = 豊度差による地代」を暗黙の前提に

して、工業労働とは異なる農業労働の質の違い、いわゆる「強められた労働」

を主張している。 

このように、井上周八の考究は成功することなく、基本的にはリュビーモ

フの域を出ることはなかった。すなわち、優等地に於ける農業生産の労働は
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「強められた労働」として作用し、劣等地の同一労働時間に比べてより多く

の価値を生産し得るという主張を踏襲し、市場価値の総計に価値実体を求め

た。リュビーモフとの相違点は、井上が土地的条件(豊度差：筆者の注)の存

在に「強められた労働」の論拠を求めた点である。リュビーモフは土地的条

件に限らず、優良な生産条件をもつ資本家は工業であれ農業であれ、「強めら

れた労働」により、劣等な生産条件下の資本家に比べて同一労働時間により

多くの価値を生産するとみなしている。農産物の個別的価値(個別的労働時

間)の総計と市場価値(社会的労働時間の総計)の総計の不一致を、「強められた

労働」(同一労働時間により多くの価値を生産する)という労働の質的相違を

もって、両者が一致することを主張した点は共通している。 

 

2．流通説：向坂逸郎、宇野学派、姜昌周 

 流通説とは、既述のように差額地代を形成する剰余価値部分が社会全体で

生産され、流通という迂路を経て農業部門へもたらされるという説である。

この説を我が国で 初に主張したのは向坂逸郎である。その後、流通説を主

張する学者は数多く出ているが、その論拠をより深化させたものは少ない。

少ない中に、数量的分析をより深化させたものとして姜昌周がいる。彼は著

書「再生産構造と地代理論」(青木書店、1993年)の中で、再生産表式に差額

地代の基本表を組み入れて、差額地代の価値源泉が農業の剰余労働だけでは

なく、農業のそれを含む社会全体の剰余労働の一部分にすぎないことを数量

的に明らかにしている。なお、特異な論拠をもつグループとして宇野学派の

人 (々宇野弘蔵、鈴木鴻一郎、大内力、日高晋)がいる。そこで、ここでは向

坂逸郎と宇野学派の論拠を取り上げる。 

 向坂は次のように述べる。「一般的な市場価値を問題にしたとき……市場価

値が価値の平均的性質としてあくまで自己を貫いていく姿をそのまま示すこ

とができた。進んで対差地代を論ずるに際しては、一般に市場価値の成立せ

る場合に存した条件、すなわち、完全なる自由競争が、土地の制限的性質の

ために一定の制限を受ける。このために、ここでは市場価値の 劣等なる条

件をもって、生産された商品の個別的価値によって決定されることになる。

……法則のかくの如き偏倚のために、マルクスのいわゆる『虚偽の社会的価

値』が成立するのだが、これはこの対差地代(差額地代の意：筆者注)部分が
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剰余価値ではないことを意味するのではない。この部分は、農産物の交換を

通じて社会に生産されてある全剰余価値の上に参加分を要求する。……もち

ろん、この対差地代部分に相当するものは農業部門の中にかかるものとして

生産されているわけではない。だが、流通という迂路を通って社会全体の剰

余価値の一部分が分割されるのである。」と(向坂逸郎著「地代論研究」改造

社、1948年、25~26頁)。 

 この論述の中で、「虚偽の社会的価値」の成立に触れるまでの前半の部分は、

生産説の論者である山田勝次郎と基本的に同一の見解といえる。すなわち、

土地的条件(土地の制限的性質など)によって市場価値法則が偏倚され、その

結果、虚偽の社会的価値が成立するという説明である。それにも関わらず、

後半の部分では山田と全く異なる結論を導き出している。すなわち、その価

値部分は農業部門内の生産に限定されるのではなく、社会全体で生産された

ものであるということである。この両者の違いはどのようにして生じたので

あろうか。それは端的にいえば、価値実体のとらえ方の相違による。すなわ

ち、土地的条件によって市場価値法則が偏倚され、個別的価値の総計と市場

価値の総計が異なってくるとき、山田をはじめとする「生産説」を主張する

人々は、後者に価値実体が内在するとみなすのに対し、向坂をはじめとする

「流通説」を主張する人々は、前者に価値実体が内在するというとらえ方を

しているからである。 

 向坂はその点について、次のようにいう。「土地所有者は、土地生産物の交

換を通じて社会の人間労働を搾取する。小麦10クオータの240志(シリング：

筆者注)、すなわち、1000労働時間を含むものと仮定するならば、資本制社

会形態が存在するかぎり、その2倍半、すなわち、2500労働時間を含むもの

として、他の2500労働時間を含む商品として交換される。土地所有者は1500

労働時間の価値を無償で取得する。……土地生産物の市場価格が、前述の如

き仕方をもって規制されるかぎり、社会は、これに対して、一定の労働を支

払わなければならぬ。」と(前掲書、84頁)。このように、向坂は価値実体を規

定するものとして投下労働説を遵守し、あくまで農業部門で生産された価値

はそこに実際に投下された労働時間(1000労働時間)であり、差額地代を形成

する価値の超過分(1500労働時間)は、交換を通して社会全体で生産された剰

余価値部分がもたらされたものであると主張する。 
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 次に、宇野学派による「流通説」の見解を見る。宇野学派の人々の中で、

差額地代の源泉問題について、積極的な意見を述べた人たちは鈴木鴻一郎と

大内力である。両氏の論点はやや異なるが、その根底には恩師、宇野弘蔵の

考え方の流れがみられる。そこで、 初に宇野の見解について見よう。宇野

は虚偽の社会的価値(差額地代を形成する特別剰余価値)について、一般の特

別剰余価値と比較しながら、次のように述べている。「生産方法の改良にもと

づく特別剰余価値としての超過利潤は、前にも述べたように、あらゆる社会

にみられる改良費として、社会的実体を有する……。このように、資本とし

ての生産手段の改善による超過利潤にたいして、地代化される超過利潤は、

生産手段の改善というような社会的役割を有するものではなく、商品経済に

於ける一般的な市場価値規定にもとづく、いわば単なる形態的な、いいかえ

れば、実体的基礎のない特殊な超過利潤として、マルクスのいわゆる『虚偽

の社会的価値』をなすものとなるのである。それは土地自身が資本としての

生産手段と異なって、労働の生産物ではないという根本的事実によるもので

あるといわなければならない。……マルクスのいわゆる『虚偽の社会的価値』

は、市場価値規定そのものによることを、したがってまた市場生産価格にも

当然適用されるものとして、いっているものと思う。マルクスもいうように、

『それは、土地生産に於ける社会の労働時間の実現のマイナスをなす……、

それが社会の一部分にとって、土地所有者にとってプラスをなすものである』。

それはしかし価値の生産価格化のように、資本家のあいだで、他の生産部門

とのあいだで剰余価値部分をやりとりするというのではない。社会的に価値

として、しかし、実際に労働を要しないにもかかわらず、労働を要したもの

として、したがってまた『虚偽の社会的価値』として、市場生産価格に当然

に含まれるものとして支払われるというものである。」と(宇野弘蔵編「新訂、

経済原論」青林書院新社、1967年、287～289頁)。 

 以上のように、宇野は差額地代の価値源泉が農業部門内にないことを主張

し、その価値部分は社会全体が支払うものとみなす。その場合、「虚偽の社会

的価値」が実体的基礎を有さない根拠として、二つの点を挙げている。一つ

は、一般の特別剰余価値を産出するときにみられるような改良費(生産手段の

改善)を伴わないということ。もう一つは、実際に労働を要しないということ

である。宇野はこの二つの点を不可分のものとして説明しているが、大内力
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は前者の点を強調し、鈴木鴻一郎は後者の点を強調している。 

 しかし、ここで明確にしておかなければならない点は、宇野自身の価値実

体のとらえ方も、通説とはかなり隔たりがあるということである。それは、

一般にみられる超過利潤の価値実体が生産力増進のための改良費にあり、同

一部門内の弱められた労働(個別的価値以下の価値しか、市場において実現し

得ない労働、すなわち平均以下の生産条件下にある労働)の存在によるもので

はないという宇野の主張に端的にみられる。その主張を大内力は引き継いで、

次のように明言している。「この『虚偽の社会的価値』の内実が問題にされな

ければならないが、このばあいこれまでの論争の中でしばしばみられたよう

に、平均原理が支配している一般の商品の市場価値規定のばあいには、個別

的価値の総計は市場価値の総計と一致し、したがって、市場価値は完全に労

働という内実をもっているが、農産物のばあいには限界原理が支配する結果、

個別的価値の総計よりは市場価値の総計は大きくなり、そこに労働という内

実のない差額地代が生ずるといったような、いわば算術計算のようなことを

論ずることは、およそ無いみであろう。」と(大内力著「地代と土地所有」東

大出版会、1958年、44頁)。 

 この点は、宇野学派の人々の共通的な見解であり、向坂をはじめとする他

の「流通説」の論者とは基本的に異なる論拠を形成している。要するに宇野

学派による価値実体のとらえ方の特徴は「生産に要した労働
．．

の存在」の有無

を一応尊重するが、「生産に要した労働量
．．．

」がどの程度であったかどうかは、

ほとんど問題にしていないということである。したがって、差額地代の価値

源泉についての宇野学派の人々の見解は、価値の源泉を量的に問題にするの

ではなく、質的な問題としてのみとらえる。すなわち、差額地代は社会的に

価値として支払われるが、実際に労働を要していないという意味で「虚偽の

社会的価値」とみなし、その社会的価値がどこで生産され、農業部門にどの

ようにしてもたらされるか、ということについては、全く不問にしている。 

 その点を端的に示しているのは、宇野学派の中の日高晋である。彼は著書

「地代論研究」の中で(日高晋著「地代論研究」時潮社、1962年、121頁)、

次のようにいう。「差額地代となる剰余価値がその部門内(農業部門内：著者

注)で生産されたものかどうかという問題そのものが、あまり意味のあるもの

ではない。差額地代となるものもそうではない経過的な超過利潤であっても、
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或いはまたすべての利潤についても、その内実をなす剰余価値がどの部門で

生産されたかというようなことをきめることができるであろうか。その部門

内で形成された剰余価値だけで利潤ができる場合もあるし、そうでない場合

もある。そうでない場合にそれではどの部門から流入したかといっても、価

値という粒子に出身部門の符号がついているわけでもないので、誰にもわか

らない。わかるのはそれがたといその部門で生産されたものであってもなく

ても、社会全体で生産された剰余価値の一部分だということだけである。」と。

このように、日高は差額地代がただ社会全体で生産された剰余価値の一部分

にすぎないというのみで、それがどこからどのようにしてもたらされるのか

ということについては不問に付している。 

 この日高の見解は、宇野学派の人々の考え方の当然の帰結である。宇野学

派の人々は価値を質的側面からとらえることに重点を置き、量的側面からと

らえることを軽視しているため、差額地代がどこからどのようにしてもたら

されるのかということについての追求は不可能となっている。したがって、

宇野学派の人々は、従来の差額地代の価値源泉問題について、真に答えるこ

とは出来ない。なぜなら、この問題の本質は「総価値 = 総価格」という等

式が、差額地代の形成によって成立しなくなるという価値の量的問題に端を

発して提起されているからである。それに答えるためには、「総価値 = 総価

格」という等式を損なわず、差額地代を形成する超過剰余価値部分がどこか

らどのようにして農業部門にもたらされるのかということを論証しなければ

ならない。向坂は少なくともその努力をしているが、宇野学派はその努力を

不要とみなし、その意味では後退している。 

 「流通説」の立場に立って、向坂の主張をより具体化した論者として姜昌

周がいる。彼は著書「再生産構造論と地代理論」(青木書店、1993年)の中で、

再生産表式に差額地代表を組み入れ、虚偽の社会的価値の価値補填を数量的

に明らかにしている。その立論の根底には「個別的価値の総計 = 価値実体(労

働時間の総計)」がある。検討の結果、次のようにいう。「差額地代は、実体

のない空虚な価格または流通によって形成されるものではなく、次のような

ものであることが明らかとなった。第一に差額地代の源泉は、農業を含むす

べての産業部面で資本によって運動させられる、価値の実体的基礎である労

働、しかも剰余労働の一部分であり、第二に差額地代に転形する農業超過利
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潤は、資本の競争をつうじて自ら貫徹する、土地生産物の市場価値実現のメ

カニズムの媒介によって、かかる労働が創造した剰余価値 = 利潤を、農業

部門内外から攪乱的に導入して形成される、という2点の独自的性格を究め

ることができた」と(同書の22～23頁)。 

 本稿では、第1章第5節「差額地代の価値源泉とその価値実現過程」の中

で、差額地代形成前後の農業資本及び非農業資本の運動の相互関係から、よ

り簡潔に(再生産表式には基づいていないという意)上記の姜昌周と同様の結

論を導き出した。すなわち、土地生産物の価値を超えて形成される場合の差

額地代は、社会全体の平均利潤部分を低める(平均利潤率の低下)ことによっ

て、社会全体の剰余価値の一部分が農業部門へもたらされるということであ

る。 

 

第 2節 絶対地代の価値源泉 
 

 絶対地代をめぐる従来の諸学説の中心課題は、絶対地代の価値源泉を明ら

かにすることであった。マルクスによって、それは明らかにされたかのよう

にみえたが、既述のようにそこには大きな問題があり、後世の諸学者の間に

種々の論議を呼んだ。ここではそれら諸学説の系譜を、絶対地代の価値源泉

に焦点を当ててみることにしよう。 

 

1．マルクス以前 

1)萌芽形態……アダム・スミス 

 絶対地代の存在を、不明瞭ながらも労働価値学説の観点から指摘した 初

の人は、アダム・スミスである。彼の著書「諸国民の富」の中から、その部

分を引用してみよう。「本来、労働の全生産物は労働者に属していた。……し

かしながら……この事物の本来の状態は、土地の占有や資財の蓄積が 初に

導入されたあとまでつづきうるものではなかった。……土地
．．

が私有
．．

財産にな

るや否や、地主は、労働者がその土地から産出したり収集したりしうるほと

んどいっさいの生産物について分けまえを要求する。彼の地代は、土地に使

用される労働
．．

の生産物
．．．

からの第一の控除をなすのである」と(アダム・スミス

著1776年、大内兵衛・松川七郎訳「諸国民の富」第１分冊、岩波文庫、1959
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年、219～221頁。傍点は小栗)。 

 ここでスミスは絶対地代に関して、二つの重要なことを指摘している。一

つは「土地所有の独占の存在」であり、もう一つは「絶対地代の価値源泉が

労働価値にある」という点である。前者の点は後世の学者が一様に認めて疑

義はなかったが、後者の点については、その労働価値がどこからどのように

してもたらされるのか、ということをめぐって種々論議されることとなる。

ただ、スミスは絶対地代の価値源泉について、労働者が生産した価値にすぎ

ないことを指摘するのみである。 

 なお、スミスの絶対地代論は必ずしも首尾一貫したものではない。という

のは、前述の引用文では土地所有の独占が存在する限り、絶対地代は土地の

使用料として常に存在するもののように述べているが、他の個所(前掲書、第

二分冊、10～11 頁)では絶対地代の形成を価格形成の結果としてとらえ、必

ずしも絶対地代は存在し得るものではないと述べる。このように、彼の絶対

地代論はまだ固まったものではなく、萌芽形態を示しているといえよう。 

2)展開……ロードベルトウス 
 スミスの指摘した絶対地代の存在を、より明確に価値源泉との関連で打ち

出したのはロードベルトウスである。彼はリカード学説の批判を通して彼自

身の立論を形成している。リカードは労働価値学説に立脚しながらも絶対地

代の存在を否定し、差額地代こそ唯一の地代として地代論を展開している。

それに対し、ロードベルトウスは差額地代の存在を認めるが、地代のより本

質的なものとして、絶対地代の存在を主張したのである。 

 そこで、ロードベルトウスの論旨をより良く理解するため、リカードによ

る絶対地代の否定論を、彼の著書(1821 年、小泉信三訳「経済学及び課税の

原理」岩波書店、1962 年)の中から簡単に見ておこう。リカードが絶対地代

の存在を否定したのは、その価値源泉を見出すことが出来なかったからであ

る。なぜなら、リカードは諸諸品の価値と生産価格とを同一視し、その上で

劣等地において生産される農産物の価値が市場価値を規定するとみなした

(同書、58～60 頁)。そのため、 劣等地では生産価格を超える超過剰余価値

の存在はあり得ず、絶対地代の価値源泉を見出すことが出来なかったからで

ある。 

 それに対し、ロードベルトウスはどのようにして絶対地代の価値源泉を見
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出すことが出来たであろうか。その点を彼の著書の中から見ることにしよう

(ロードベルトウス著1851年、山口正吾訳「地代論」岩波文庫、1950年、112

～113頁)。ただし、彼の用語の使い方や論述は必ずしも整理されてはいない

ので、引用文による説明は避け、彼の論旨の骨子を汲み上げて論じることに

する。 

 結論を先回りしていえば、製造生産物は価値と生産価格が等しいが、原生

産物(農産物の意：筆者注)は生産価格よりもその価値が上回るとみなす。そ

の論拠については後述する。なお、その場合、両生産物は価値通り販売され

ることを前提とする。したがって、農産物の場合には生産価格を超える超過

剰余価値が存在し、それが絶対地代の源泉になるということである。以上の

点は、後のマルクスの論旨と同じである。ところが、農業部門内に超過剰余

価値が存在するというその論拠はマルクスと全く異なる。そこで、その論拠

をさらに立ち入ってみることにしよう。 

ロードベルトウスの論拠の独自性は次の点にある。農業資本は農業の費用

労働(生きた労働だけではなく、過去労働も含む)にのみ投下されるが、製造

資本の投下は製造の費用労働のほかに材料価値(羊毛などのように原生産物

として計算されるべきところの費用労働を含む)を含むという点である〔農業

資本 = 農業の費用労働、製造資本 = 製造の費用労働 + 材料価値〕。その点

に立脚して、ロードベルトウスはさらに次のようにいう。剰余価値(本文では、

これを賃子と表現している)の大きさは両生産物の費用労働に応じて規定さ

れ、それぞれの費用労働に比例して分割されるとみなす([農業の剰余価値 / 

農業の費用労働] = [製造の剰余価値 / 製造の費用労働])。したがって、農業

及び製造業に投下された資本は、各々の費用労働量によって規定された剰余

価値量と同一比例にはならない([農業の剰余価値 / 農業資本] > [製造業の剰

余価値 / 製造資本])。なぜなら、製造資本の場合、費用労働のほかに材料価

値を含むからである。その上に立って、彼は製造資本の利潤率(本文では資本

利潤率と表現)を基準(平均利潤の意)とし、農業資本の利潤額を算定する(農業

資本の平均利潤 = 農業資本 × [製造資本の剰余価値 / 製造資本])。そのとき、

農業において生ずる剰余価値部分はその平均利潤ではすべて吸収されず、超

過剰余価値部分が残ることになるのである([農業の剰余価値－農業資本の平

均利潤 = 超過剰余価値])。13)  
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注13)ロードベルトウスは、この点について彼の著書(ロードベルトウス著

1851年、山口正吾訳「地代論」岩波文庫、1950年、114～115頁)の中

で次のようにいう。「原生産物および製造生産物へ帰する賃子(剰余価

値：筆者注)部分が同じ大いさであるとき、製造資本は、なかに含まれ

た材料価値全額だけ農業資本より大きいし、且つ、この材料価値は、

なるほど生じてくる賃子部分が利得としてそれに対して計算されると

ころの製造資本を増大しはするが、しかもこの利得(利潤：筆者注)自

体を大きくさせはせず、それ故にまた、なお、同時に農業においても

基準となっている資本利得率(平均利潤率：筆者注)の下落を助長する

のだから、農業において生ずる賃子部分のうちからも、この利得率に

従った利得計算によって吸収されてしまわぬ一部分が必然的に残らな

ければならない。」と。 

 

 このロードベルトウスの論拠には、二つの大きな欠陥がある。一つは、彼

の立論をユニークなものにしている材料価値についてであるが、他部門から

もたらされる材料価値を製造資本にのみ認め、農業資本には認めなかったこ

とである。二つめは、剰余価値が可変資本(生きた労働)だけではなく、不変

資本(過去労働)からも生じるとみなした点である。まず、第一点についてい

えば、農業資本においても他部門からもたらされる材料価値を含んでいる。

たとえば、農機具や農業用の建物・施設等は他部門からもたらされる。今日

ではさらに、化学肥料や農薬等もその例として挙げられる。ただ、ロードベ

ルトウスの時代には、他部門からもたらされる材料価値は農業部門において

は無視出来る程度、小さかったのかもしれない。ただ、今日のように農業部

門内に他部門からもたらされる材料価値が無視出来ない程度にある(大型の

農業機械や建物、施設等)ときには、ロードベルトウスの立論は根底から崩れ

る。そのとき、リカードと同様に農業部門内に超過剰余価値の存在を見出す

ことは出来なくなる。第二の点についていえば、ロードベルトウスは費用労

働が剰余価値量を規定するというとき、その費用労働の中には前述のように

過去労働(不変資本)が含まれている。剰余価値はいうまでもなく可変資本(生

きた労働)によってのみ規定され、不変資本(過去労働)に左右されることはな

い。この点はリカードと同様の誤りを彼も踏襲している。 
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 このように、ロードベルトウスがリカード批判を通して発見したかのよう

にみえた絶対地代の価値源泉は空虚なものにすぎず、リカードの域を出るこ

とは出来なかった。しかし、彼の貢献は大きい。一つは、絶対地代の普遍的

な存在を主張し、その価値源泉を明らかにしようと試みたこと。二つには、

その考察方法である。従来は地代の価値源泉を農業部門の中でのみ問題にし

たのに対し、彼は工業部門との関わり合いの中でそれを求めようとしたこと

である。この二つの点はマルクスによって引き継がれ、さらに一歩深められ

ることになる。 

 

2．マルクスの立論 

 絶対地代の価値源泉に関するマルクスの立論は、極めて単純明快である。

すなわち、農業資本の有機的構成の低位性に基づいて農産物の価値はその生

産価格を超える。そこに形成される超過剰余価値が絶対地代の価値源泉にな

るということである。いうまでもなく、その超過剰余価値は土地所有の独占

が資本の自由競争を制限することによって成立し、絶対地代へと転化される。 

 この立論の中で、農業資本の有機的構成の低位性という論拠に関わる部分

を除けば、ロードベルトウスの結論と全く同じになる。マルクスはロードベ

ルトウスの誤った論拠を徹底的に批判しているが、ロードベルトウスの着想

を受け入れ、継承発展させたものといえる。その点についてマルクスは、著

書「剰余価値学説史」の中で次のようにいう。「われわれはロードベルトウス

氏からすべての不条理をはぎとってみよう。……こうした不条理のすべてを

はぎとってしまえば、核心として残るところは単に次のような主張だけであ

る。すなわち、原生産物がその価値
．．

どおりに売られるならば、その価値は、

他の商品の平均価格
．．．．

より以上、またはそれ自身
．．

の平均価格より以上である。

すなわち、生産費(費用価格の意：筆者注)プラス平均利潤よりも大きいので

あって、それゆえ地代
．．

を形成する超過利潤
．．．．

を許すのである。」と(マルクス著、

大島清・時永淑訳「剰余価値学説史」第4分冊、国民文庫、大月書店、1965

年、160～162 頁)。マルクスはロードベルトウスのこの核心部分を受け継い

で、そこに次のような論拠を付与する。「これは、さらにいえば、可変資本が

(剰余価値の率を同じだと前提すれば)不変資本に比べて、原生産(農業生産の

意：筆者注)では、工業に属する生産諸部面の平均より大きいということであ
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る。」と(前掲書、162 頁)。このことはいいかえれば、農業が工業に比べて資

本の有機的構成(不変資本 / 可変資本)が低いということである。 

 マルクスの新しい知見は、ロードベルトウスの結論に対して、このように

その論拠を与えたことである。すなわち、「農業資本の有機的構成の低位性」

にある。それによって、農業部門内に絶対地代の価値源泉が存在することを

立証した。 

しかし、その論拠は既述のように一面的なものであった。すなわち、商品

の価値と生産価格との関係に影響を与える要因は、「資本の有機的構成」のほ

かに「資本の回転期間」がある。マルクスは後者の要因を捨象したが、この

要因を無条件に捨象することは許されない。なぜなら農業資本の場合、資本

の回転は遅く、そのことは農産物の価値と生産価格との関係において、農業

資本の有機的構成の低位性と逆の作用をするからである。すなわち、農業資

本の有機的構成の低位性から導き出されたところの「農産物の生産価格を超

える価値(超過剰余価値)の存在」を打ち消す作用をする。したがって、農業

部門内に存在したかに見えた超過剰余価値の存在根拠が再び薄弱となる。農

業資本の回転期間の長期性がより強く作用するとき、その超過剰余価値の存

在は消えるからである。この問題をめぐって、絶対地代の価値源泉をめぐる

問題は再燃する。 

 

3．マルクス以後 

1)マルクス批判……カウッキー、大内力、日高晋、石渡貞雄 

 前述のマルクスの見解に対して、 初に問題を提起したのはカウッキーで

ある。その点を、彼の著書「農業問題」の中から引用してみよう。「農業にお

いては、資本の回転は特別に緩慢であって、平均以上に緩慢な回転は、他の

源泉から生じるところの特別利潤をも、よく帳消しにしうるものである。…

…したがって、農産物がその価値通りに売られる場合には、農業資本の低い

構成から自然必然的に一つの特別利潤が生じなければならないと、ロードベ

ルトウスが考えたのは誤謬であった。第一に、このような低い構成はけっし

て必然的なものではない。次に、その作用は農業に於ける資本の回転の緩慢

さによって相殺される。なお、あまりある結果となりうる。」と(カウッキー

著1899年、山崎春成・崎山耕作訳「農業問題」第1分冊、国民文庫、大月書
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店、1960年、127～128頁)。 

 このように、カウッキーはマルクスが農業資本の有機的構成の低位性から

農業部門内に超過剰余価値の存在を導き出したことの一面性を鋭く指摘して

いる。すなわち、農業資本の回転の遅さという他の一面を考慮に入れるとき、

農業部門内に必ずしも超過剰余価値が存在するとはいえないということであ

る。ただし、カウッキーはなぜかこの反論を述べるのに際して、マルクスの

名を挙げずにロードベルトウスの名を挙げている。しかし、反論の対象とな

っている意見の持ち主は、明らかにロードベルトウスではなく、マルクスに

ほかならない。 

 しかし、このカウッキーの論旨はマルクスの論証の一面性、及び不十分さ

を鋭く指摘しているが、ただ問題提起に終わっている。すなわち、それでは(農

業部門内に必ずしも超過剰余価値が存在するとはいえないということであれ

ば)絶対地代の価値源泉がどこに求められ、どのようにして農業部門にもたら

されるのか、ということについては不問に付している。 

 戦後我が国の学者の中にも、カウッキーの問題提起を認め、マルクスの見

解に疑問を呈する人が輩出するようになった。大内力や日高晋、石渡貞雄は

その代表的な人である。大内力は、その点について次のようにいう。「もし、

マルクスのいうように、農業のそれ(資本の有機的構成：筆者注)が低いとい

うことが、単なる歴史的事実であり、資本主義社会において消滅しうるもの

であるならば、絶対地代を経済学の原理の中で説くことがどうしてできるか

という問題はとうぜんでてくるものだからである。……そして資本構成はい

うまでもなく技術的条件によってさまざまに規制されるものなのだから、一

方に投資の制限があり、他方にそれがないからといって、前者の資本構成が

かならずしも低いとはいえないであろう。それにカウッキーの指摘するよう

な農業資本の回転が遅いという条件をくわえるならば、ますますそれは疑わ

しくなる。それが現在どうであるかということはともかくとして、資本主義

の存続するかぎり、かならず農業資本の構成が―回転も含めて―低いという

ことは、どうしても論理の飛躍だろう。」と(大内力著「地代と土地所有」東

京大学出版会、1958年、191～192頁)。 

 このように、大内は農業資本の有機的構成の低位性に基づく絶対地代の価

値源泉について問題を提示する。そして、 後に彼は次のように結論づける。
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「われわれは農業資本の構成が高いとか低いとかということを絶対地代の場

合問題にする必要はない。――むしろ、絶対地代は本質的には土地所有の独

占によって――生ずるのである――。そして、その源泉が問題になるとき、

はじめて農業の資本構成が低位であれば、それは農業内部の剰余価値から支

払いうる、ということがいわれればたりる。」と(前掲書、197 頁)。大内はこ

のように絶対地代の価値源泉については、農業の内部に限定することは出来

ないことを示唆している。農業資本の有機的構成の低位性が農業資本の回転

の遅さよりも強く作用し、農産物の生産価格を超える価値との差額が存在す

るときにはじめて、絶対地代は農業内部の剰余価値から支払われる。しかし、

論理的にはその保証はないということである。農業資本の回転の遅さがより

強く作用する場合には、絶対地代の価値源泉は農業外の剰余価値に求められ

ることになろう。ただ、そのことに関する論述は明確には展開されていない。 

 その点に関して、日高晋はより明確にいう。彼の著書の中から(日高晋著「地

代論研究」時潮社、1962 年、338～358 頁)その論旨を見ると、次のようにな

る。「絶対地代の価値源泉は社会全体に形成された剰余価値にほかならない。

その論拠として、次の点を挙げることができる。農業資本の有機的構成の低

位性と農業資本の回転の遅さが作用しあうとき、農産物の価値はその生産価

格以上であるか以下であるかということは、理論的にも現実的にも一般的に

いえない。したがって、ただいえることは、絶対地代の価値源泉が農業部門

内の超過剰余価値の場合もあるし、非農業部門の剰余価値である場合もある

ということ。その両者の場合を含めて、絶対地代の価値源泉は社会全体の剰

余価値の一部といえばたりる」という論旨である。 

 このように、日高によって絶対地代の価値源泉についての新しい方向性が

明確に打ち出された。すなわち、ロードベルトウスやマルクスは農業部門の

中に絶対地代の価値源泉を求めてきたが、それを今や日高は農業部門の枠の

中から解放し、全産業部門の中に絶対地代の価値源泉を求めなければならな

いことを主張するに至ったのである。そして、この主張はカウッキーや大内

力が暗黙のうちに提示していたことでもあった。 

 さらに、石渡貞雄は他部門(非農業部門)の剰余価値がどのようにして農業

部門へもたらされるか、ということについて次のようにいう。「その絶対地代

の大部分は、農業外から、ちょうど平均利潤を実現するときと同じように、
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もぎとってくるものでなければならない」と(石渡貞雄著「農業経済学原論」

亜紀書房、1968年、147頁)。そして、そのことは同時に資本一般の利潤率を

引き下げることになるということを、彼は述べる。このような石渡の新しい

見解は、彼の過去の苦い経験を経て生まれてきたと推察される。彼の過去の

苦い経験とは、以前マルクスの絶対地代論に依拠して、彼が「林業地代論」

を展開したとき、林業資本の回転の長期性のために人工造林の場合に絶対地

代の価値源泉を林業部門内に見出すことが出来ず、論理的に破綻せざるを得

なかったからである(石渡貞雄著「林業地代論」農林統計協会、1952年、145

頁)。それを契機に彼はマルクスの絶対地代論から脱却し、新しい絶対地代論

へ接近していったものと推察される。 

 このようにマルクスの地代論はカウッキーや大内力によって批判されると

共に、絶対地代の価値源泉をめぐって日高晋や石渡貞雄によって新しい方向

が提起されるに至った。すなわち、農業部門の枠をはずして、非農業部門を

含めた社会全体の剰余価値の中にそれは求められるべきということである。

しかし、このことによって絶対地代の価値源泉問題が解決されたわけではな

い。なぜなら絶対地代の源泉問題は、その価値源泉がどこに求められるかと

いうことと同時に、それがどのようにして農業部門へもたらされるのかとい

うことの論証を伴わなければならないからである。 

 そこで、残された問題は、社会全体で生産された剰余価値がどのようにし

て農業部門へ絶対地代としてもたらされるか、ということである。その点に

ついては、本編の「第4章第3節 土地生産物の価値を超えて実現される場

合の、所有地代の価値実現過程」で取り上げ、私論を展開したところである。 

2)マルクスの擁護……リュビーモフ、山田勝次郎、井上周八 

 マルクスの批判者と共に、マルクスの擁護者もまた多い。ここでは代表的

な擁護者として、リュビーモフや山田勝次郎、井上周八の論旨を取り上げ、

その内容を検討する。 

 リュビーモフは、彼の著書の中で(松村四郎訳「地代論」ナウカ社、1934

年、206～208頁)、次のような主旨を述べる。「農業資本の回転の遅さは、た

しかにカウッキーが述べるように農業資本の有機的構成の低位性によって形

成された農業部門の超過剰余価値の存在を相殺する作用をもつが、その相殺

作用は一般に考えられるほど大きなものではない。したがって、農業部門内
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の超過剰余価値は消滅せず、それが絶対地代の価値源泉になる。なお、農業

資本の回転の遅さがもたらす農業部門内の超過剰余価値の相殺作用が、一般

に考えられるほど大きくない理由として、次の点がある。農業資本は1年に

1 回転するとしても、その稼働期間は約半年であり、後の半年の遊休期間に

その農業資本を他に転用し(たとえば、銀行への預金や他部門への投資等)、

そこから剰余価値を得ることができる。したがって、工業資本が年1回転す

るよりも多くの剰余価値を農業資本は得ることができるからである。」と。こ

のようにして、リュビーモフは、農業資本の回転の遅さは一般に考えられる

ほど、農業部門内の超過剰余価値の存在に悪影響を及ぼさないと主張する。 

 たしかに農業資本の回転には、リュビーモフが述べるような特異性(作付け

不可能な遊休期間があること)が地域によって認められる。しかし、そのこと

が農業部門内で生産される超過剰余価値量に何ら影響を及ぼすものではない。

たとえ、遊休期間に農業資本の一部(流動資本に該当する部分)を他に転用(銀

行への預金や他部門への投資)することが出来たとしても、そこから得られる

剰余価値部分(利子や利潤)は、農業部門で生産されたものではなく、他部門

で生産されたものにほかならないからである。したがって、農業資本の1年

1 回転は遊休期間を含まない工業資本の 1 年 1 回転よりも剰余価値取得
．．

に対

して、より有利
．．

であるとしても、そのことは農業部門に於ける剰余価値の生
．

産
．
とは何ら関係のないことである。したがって、リュビーモフが冒頭にいっ

たように、「農業資本の回転の遅さは一般に考えられるほど農業部門内の超過

剰余価値の存在に悪影響を及ぼすものではない」とは、いえないのである。 

 我が国でもカウッキーの見解を批判し、マルクスの見解を固持する学者は

多い。山田勝次郎や井上周八はその代表的な人達である。彼らのカウッキー

批判は、カウッキーが引用した諸資本の回転数が恣意的なものであり、資本

制社会の現実を反映していないことを主張する。すなわち、農業資本の回転

期間の長期性は認めるが、それは農業資本の低位性がもたらす作用(農産物の

生産価格に比べてその価値を高める作用)を打ち消すほどのものではないこ

とを主張する。しかし、山田や井上のいう資本制社会の現実を反映した諸資

本の構成や回転数の基準は、資本論に記されているエンゲルスの数字(19C後

半の一紡績工場の事例)やマルクスの主張に依拠したものにすぎない。したが

って、山田や井上のいう現象論的反論の根拠さえも、極めて薄弱なものとい
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える(山田勝次郎著「地代論論争批判」同友社、1948 年、188～198 頁。及び

井上周八著「地代の理論」理論社、1963年、264～265頁)。 

 以上見てきたように、マルクスの擁護者は一様にカウッキーの指摘した農

業資本の回転の遅さの存在を認める。その上で、農業資本の回転の遅さがも

たらす作用は、農業資本の有機的構成の低位性がもたらすところの農業部門

内の超過剰余価値を、消滅させるほどのものではないことを主張する。ただ、

その主張は理論的裏付けをもってなされるのではなく、現象的説明として試

みられているにすぎない。その現象的説明にしても、その根拠は極めて薄弱

なものである。いずれにしても、理論的に説明し得ないことを現象的に説明

しようとすることは無意味なことである。マルクスが発見したかにみえた絶

対地代の価値源泉は、後世の諸学者の弁護にも関わらず、理論的に確定する

ことが出来ないものであった。 

 

第 3節 絶対地代の成立条件と概念、及びその算定方式 
 
1．絶対地代の価値源泉と算定方式の相互関連 

 絶対地代の価値源泉に関する諸学説を、前節で見てきたが、それらは同時

に絶対地代の成立条件や概念、さらには算定方式と密接に関わっている。そ

こで、ここでは諸学説にみられるところのそれらの相互関連を明らかにする。

それらの点を整理すると、表 6-1 のようになる。ただし、この表の中の市場

価格とは、調整的市場価格(市場価格の同様の中心)の意であり、生産価格と

は市場生産価格( 劣等地の個別的生産価格)を意味する。 

初に、労働価値学説の観点から絶対地代の存在を指摘したのはアダム・

スミス(以下、スミスと略)である。スミスによって絶対地代の外郭は形成さ

れた。スミスは絶対地代という用語こそ使わなかったが、土地所有の独占に

よって地代が生じること、その価値源泉は労働価値にほかならないこと、さ

らにその量的規定(算定方式)として「市場価格－生産価格」という関係を示

している。ただ、彼の不十分さとして、絶対地代を形成する労働価値がどこ

からどのようにしてもたらされるのか、ということについては何ら触れてい

ないこと。及び、彼の著書の前半では絶対地代の成立条件として「土地所有

の独占」だけを取り上げているが、後半ではそのほかに土地生産物への「十
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分な需要」の存在を主張し、絶対地代の形成を価格形成の結果としてとらえ

たりして、一貫したものになっていないことである。なお、付言すれば、ス

ミスによって差額地代や独占地代の存在形態もすでに指摘され、地代のあら

ゆる形態の原型がそこには見出される。 

ロードベルトウスは、スミスのその欠点を次のように補う。絶対地代の成

立条件は土地所有の独占のみであることを明確にすると共に、その価値源泉

は農業部門内に存在することを論証する。しかし、その論証はすでに見てき

たように種々の誤った前提に基づいていた。他方、ここで注意すべき点は、

絶対地代の算定方式として「農産物の価値－生産価格」という関係を示して

表6-1 絶対地代に関する諸学説    

 名 前 
価値

源泉
成立条件 概  念 算定方式 

アダム 

・スミス 

(労働 

価値) 

①土地所有の

独占 

②(十分な需要)

土地所有の独占が

産む地代 

市場価格－生

産価格 

ロードベ

ルトウス 
農業

部門

土地所有の独

占 

①(土地所有の独占

が産む地代) 

②(農産物の生産   

価格を超える価

値との差額) 

農産物の価値

－生産価格 

マルクス 
農業

部門

①土地所有の

独占 

②農業資本の

有機的構成

の低位性 

①土地所有の独占

が産む地代 

②農産物の生産価

格を超える価値

との差額 

①農産物の価

値－生産価

格 

②市場価格－

生産価格 

カウッキ

ー 
－ 

土地所有の独

占 

土地所有の独占が

産む地代 

市場価格－生

産価格 

日高 晋 
全産業

部門 

土地所有の独

占 

土地所有の独占が

産む地代 

市場価格－生

産価格 
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いるということである。これは絶対地代の価値源泉が農業部門内にあるとい

うことを主張した彼の論理的帰結であった。ここに、スミス流の算定方式と

ロードベルトウス流の算定方式の相違を見ることが出来る。 

 なお、絶対地代の概念については必ずしも明確な形で示されていないが、

「土地所有の独占が産む地代」ということのほかに、ロードベルトウスは新

たに「農産物の生産価格を超える価値との差額」という概念を付与している。

そして、この二つの概念規定のうち後者をより重要視していることがわかる。

なぜなら、後者の存在(農産物の生産価格を超える価値との差額)を立証する

ことが出来ない場合や、後者の存在がなくなる場合には、絶対地代はあり得

ないと述べているからである。ここに、絶対地代の基本概念が「土地所有の

独占が産む地代」から「農産物の生産価格を超える価値との差額」というこ

とへ移行しつつあるのを見ることが出来る。その流れはマルクスに受け継が

れていく。 

 マルクスはロードベルトウスの構想を受け継いで、そこに一つの論拠を与

えた。すなわち、絶対地代の価値源泉が農業部門内に求められる論拠として、

農業資本の有機的構成の低位性の存在を打ち出した。その論拠を、絶対地代

の成立条件の一つとして取り上げた。すなわち絶対地代の成立条件として「土

地所有の独占」のほかに「農業資本の有機的構成の低位性」の存在を取り上

げたのである。 

さらに、それに基づいてマルクスは絶対地代の算定方式を「農産物の価値

－生産価格」として定立している(マルクス著「剰余価値学説史」第 11 章参

照)。それは絶対地代の価値源泉が農業部門内にあるとみなしたことの論理的

帰結であり、その点はロードベルトウスと変わるところはない。しかし、マ

ルクスは他方で絶対地代の算定方式を「市場価格－生産価格」として示す(マ

ルクス著「資本論」第 3 巻、第 45 章)。これはスミスの地代算定方式と基本

的に同じであり、ロードベルトウス方式とは異なる。マルクスはこの両者の

地代算定方式の違いを明らかにすることなく、両方式を共に取り入れている。 

なお、マルクスによる絶対地代の概念構成はロードベルトウスの考えを受

け継ぎ、それをより明確に打ち出している。すなわち、「土地所有の独占が産

む地代」ということのほかに、「農産物の生産価格を超える価値との差額」と

いう概念規定をする。そして、その二つの概念構成要素のうち、後者をより
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重視している。たとえば、土地所有の独占によって地代が生じる場合におい

ても、それが農産物の価値を超えて実現される場合には、もはや絶対地代で

はなくて独占地代とみなす。このように、後者の概念構成要素を重視する見

解は、絶対地代の価値源泉を農業部門内に求めたことと表裏一体をなす。 

カウッキーは、ロードベルトウスの批判という形をとりながら、マルクス

の批判をする。それは絶対地代の価値源泉を農業部門内に求めたマルクスの

論拠が不当であるという指摘である。すなわち、農業資本の回転の遅さを考

慮に入れると、農業資本の有機的構成の低位性によって導き出されたところ

の農業部門内の超過剰余価値の存在は必ずしも認められない。したがって、

絶対地代の価値源泉は農業部門内にのみ求めることは出来ないとし、マルク

スの考えを排する。その結果、絶対地代の成立条件は「土地所有の独占」の

みとなり、その地代算定方式は「市場価格－生産価格」というスミス方式を

取り上げている。なお、その場合、絶対地代の概念構成については直接述べ

られていないが、「土地所有の独占が産む地代」ということだけを意味してい

ることは明白である。すなわち、ロードベルトウスやマルクスが絶対地代の

基本概念としていたところの「農産物の生産価格を超える価値との差額」と

いう構成要素は、ここでは廃棄されている。 

旧ソ連や我が国では、カウッキーのその見解を支持する人達が現れてきた。

その中で、日高晋はカウッキーの見解を支持しつつ、絶対地代の価値源泉が

社会全体(全産業部門：筆者注)の剰余価値の一部分にほかならないことを指

摘する。それは、カウッキーの見解の当然の帰結でもある。このようにして、

絶対地代の外郭は形成されてきた。すなわち、絶対地代とは「土地所有の独

占が産む地代」であり、したがってその成立条件は「土地所有の独占」のみ

であり、さらにその量的規定(算定方式)は、「市場価格－生産価格」というこ

とである。これは古くて新しい絶対地代の構築といえよう。すなわち、それ

は現在通説となっている絶対地代の構成とは異なる意味で新しいものである

が、じつはその原型はマルクス以前のアダム・スミスにみられるからである。 

なお、この新しい絶対地代を、通説となっているマルクスの絶対地代と峻

別する意味で、「所有地代」と本論では呼ぶこととした。その名称は田代隆が

拙稿をもとに(約40年前にこの原稿の草稿段階で見てもらったときに共鳴し)

付与したものである。その名称は、「土地所有の独占が産む地代」という古く
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て新しい絶対地代の内容を端的に表したものといえよう。 

 

2．絶対地代の特異な概念……大内力、日高晋 

絶対地代は「土地所有の独占によって生ずる地代」であり、それ以外の何

ものでもないことが大内力や日高晋によって主張された。すなわち、「農産物

の生産価格を超える価値との差額」という点は、絶対地代の概念に含まない

ということである。この限りではマルクスの見解と異なるとはいえ、スミス

やカウッキーと基本的に一致し、すでに検討してきたように正論といえる。

しかし、大内や日高が主張するところの「土地所有の独占によって生ずる地

代」という内容は、従来のものとは大きく異なっている。 

結論を先回りしていえば、大内の場合、絶対地代は 劣等地にのみ存在し、

優等地には存在しないとみなす。また、日高の場合には、絶対地代は 劣等

地に余地(未耕地)があるときのみ存在し、 劣等地に余地がなくなるや否や

絶対地代はすべての土地から消えるとみなす。どのような根拠に基づいて、

そのような特異な絶対地代の概念が形成されたのかということ、及びその可

否について検討を加えよう。 

大内は彼の著書の中で(「地代と土地所有」東大出版会、1958年、204～206

頁)、次のように述べている。「土地所有の独占ないし制限性は、優等地につ

いては、ほんらい作用しえないものである。……土地所有の独占は、じつは

限界地においてのみ資本に対する制限として作用し、市場価格を高める力を

もつものであり、優等地についてはそれは制限的作用をもたないのである。

……さて、こう考えるならば、絶対地代が土地所有の独占から生ずるかぎり、

絶対地代は限界地にのみあるというべきであろう。そして、優等地にはただ、

差額地代しかありえないのである。」と。ここにみられるように、彼の論理構

成は次のようになっている。「絶対地代は土地所有の独占によって生ずる → 

土地所有の独占による作用
．．

は 劣等地においてのみ生ずる → したがって、

絶対地代は 劣等地においてのみ生ずる」ということである。 

この論理展開の中で注意されるべき点は、「土地所有の独占の作用
．．

」という

ことを極めて限定した意味で用いている点である。すなわち、優等地では作

用せず、 劣等地においてのみ作用するとみなす。たしかに、大内のいうよ

うに土地所有の独占が資本に対する制限として作用し、市場価格を高めるの
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は 劣等地においてである。しかし、優等地においても土地所有の独占はあ

り、それは資本に対して制限的作用をする内在的な力を有している。優等地

であろうと土地条件の差異による地代(差額地代)以外に、土地所有者は一定

の地代を借地料として資本家に要求する力を内在的にもち、それを潜在化さ

せている。その証拠に、農産物への需要が減少し、既存の 劣等地が消滅し

て、既存の優等地が新しく 劣等地になったとき、そこでの差額地代は消滅

するが、土地所有者は無料で資本家に土地を提供することはなく、一定の地

代(絶対地代)を要求するはずである。優等地といえども、内在的にそのよう

な土地所有の独占による制限的作用力を有している。ただ、その力は 劣等

地になったときのみ顕在化するだけである。その力が顕在化しないからとい

って、優等地には絶対地代がないとみなすのは、極めて表面的な把握による

見解といえよう。 

大内のそのような特異な絶対地代のとらえ方は、差額地代のとらえ方にも

波及する。端的にいえば、差額地代の算定方式はもはや「市場生産価格－個

別的生産価格」ではなく、「市場価格－個別的生産価格」となる。そのことは

差額地代が単に土地条件の差異(市場生産価格－個別的生産価格)だけからで

はなく、土地所有の独占による作用の影響(市場価格－市場生産価格)をも受

けて形成されることになる。このように差額地代の量的形成要因に不純な要

素(土地所有の独占による作用)を含むことになる。その意味からも大内の前

述のような絶対地代のとらえ方は、不当な混乱を生じさせるものといえよう。 

次に、日高晋の絶対地代のとらえ方を検討する。彼は著書の中で(「地代論

研究」時潮社、1962 年、417～424 頁)、絶対地代について次のようにいう。

「一体絶対地代とは何であろうか。さし当たり確認されなければならないの

は、絶対地代は土地所有の力によって生ずるものだということである。……

土地所有の独占の力を行使しているのは絶対地代を得ている土地の土地所有

者ではなしに、絶対地代を得ていない未耕部分の土地所有者にほかならない

のである。……未耕部分がなくなるときの 後の土地の地代はどうであろう

か。……ここに成立する地代は過渡的差額地代であろう。」と述べている。 

彼のこの立論は極めてユニークなので、この短い引用文だけからは内容を

十分に理解することは困難であろう。ユニークさは次の二点である。第一点

は、土地所有の独占の力を行使し得るのは絶対地代を得ていない( 劣等地
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の)未耕部分の土地所有者にほかならないということ。第二点は、( 劣等地

の)未耕部分がなくなるとき、そこに成立するのは過渡的差額地代であるとい

うこと。ここでは詳細については割愛するが、この立論の論拠の柱について

検討する。 

日高の立論は、土地条件の差が連続的なものではなく、不連続であるとい

うことを現実的前提としている。そして、同一の土地条件の土地が部分的に

耕作を始められる場合と、その土地が耕作され尽くしてしまうまでの過程を

重視する。すなわち、その過程で 劣等地に未耕部分があるため、土地所有

の力を発揮して絶対地代を形成し得るとみなす。逆に、 劣等地の未耕部分

がなくなって、農産物の価格が需要の増大により一方的に上昇する場合(市場

生産価格を超える場合)、そこに形成される地代はもはや絶対地代ではなく、

過渡的差額地代であるという。その場合、 劣等地(既耕地)の生産性と、よ

り劣等な土地(未耕地)の生産性及び既耕地へのより劣等な追加投資の生産性

との間には一定の格差があり(土地条件の差は不連続とみなすため)、その格

差の範囲内で農産物の価格が市場生産価格を超えて上昇するとみなす。 

このように日高の立論の柱には、土地条件の差が不連続という大前提があ

る。その前提は理論的前提(仮説)としては許されるが、現実的前提とはいえ

ない。その点は土地条件が豊度差(肥沃度)だけではなく位置差からも生じる

ことを見れば明らかである。位置差による差額地代は連続的である。また、

追加投資についても流動資本の場合は連続的である。これらの点は、本編の

第2章、第4節で述べた通りである。 

上記のように土地条件の差が連続的に変化する場合、日高のいう絶対地代

はどのようになるであろうか。 劣等地には未耕部分があるかどうかという

ことは、もはや絶対地代形成の有無の条件にはなり得ない。なぜなら、 劣

等地に未耕部分がなくなったとしても、もはやそこには過渡的差額地代は存

在し得ず、絶対地代が存在するにすぎないからである。そのとき、日高の論

理からすれば、未耕部分のより劣等な土地所有の力により、既耕の 劣等地

に絶対地代が形成されるということになるであろう。 

しかし本来、絶対地代を形成する土地所有の力を、未耕部分の土地所有に

のみ求めること自体が問題を含んでいる。なぜなら、土地を無償で土地所有

者が資本家に提供することはないということは、既耕部分や未耕部分の区別
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なく存在する事実にほかならないからである。その事実に立脚して絶対地代

の論理を構築すれば、日高のような抽象論議に陥ることはなかったであろう。 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ編 価値論 

―価値実体と価値形成の実態― 
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第 7 章 価値実体と市場価値 
 

 ここでは第Ⅰ編「地代論」の第1章第2節で明らかにした点を中心に価値

実体と市場価値の基本概念、及び両者の関係について述べる。価値実体とは

人間労働であり、その価値の大きさは労働時間によって規定される。ある商

品の価値の大きさは、その商品を生産するのに要する個別の労働時間ではな

く、その商品生産部門の一般的社会的必要労働時間によって決まる。一般的

社会的必要労働時間とは、その生産部門の商品総量を生産するのに要した労

働時間総量を、その商品総量で除した平均労働時間である。その平均労働時

間が商品の平均価値である。 

したがって、社会的・標準的生産条件のもとで労働する部類が数の上で優

勢であれば、そこでの労働時間が平均的労働時間を形成し、社会的必要労働

時間となるであろうし、他方、劣等な生産条件のもとで労働する部類が数の

上で優勢であれば、そこでの労働時間が平均的労働時間を形成し、社会的必

要労働時間となる。 

 次に、マルクスの市場価値の概念規定についていえば、それは基本的には

諸商品の一般的価値であり、いいかえれば平均価値に等しいということであ

る。ただその商品の一般的価値(共通的価値)が市場に出てくるとき、それを

市場価値と呼んでいる。したがって、その市場価値も商品の価値と同じく、

基本的にはその生産部門の商品総量を生産するのに必要とした総投下労働量

によって規定されているといえよう。そして、その総投下労働量を商品総量

で除した平均価値が商品の価値を規定し、市場価値となって現れているとい

える。ただし、それは単純商品生産段階においてである。 

問題は、マルクスが上記のような市場価値の概念規定(平均価値)だけでは

なく、他方で「市場価格の動揺の中心」としての概念規定も行っている点で

ある。両者は、どのような関連があるであろうか。市場価格の動揺の中心が、

ある部門で生産される商品の平均価値と一致する場合には問題はない。しか

し、次の場合、両者は一致しない。第一に、市場価格の動揺の中心(調整的市

場価格)が、ある部門の生産物の大量をなす商品の個別的価値によって決定さ

れない場合である。第二に、資本制商品生産段階に入り、調整的市場価格が
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商品の平均利潤を含む生産価格によって規制される場合である。 

 第一の場合についていえば、その端的な事例として、農業部門の差額地代

がある。そこでは調整的市場価格は 劣等地の個別的価値によって規定され

(単純商品生産段階)、農業部門の平均価値を超えた水準にある。いいかえれ

ば、差額地代は農業部門で生産される総価値(個別的労働時間の総計)を超え

て形成される。「価値なき価格」、いわゆる「虚偽の社会的価値」といわれる

問題を引き起こした。その場合、マルクスは一方で個別的価値(個別的労働時

間)の総計を「総価値」とみなすと共に、他方で市場価値(調整的市場価格)の

総計を「総価値」と表現し、自己矛盾を露呈している(大内兵衛・細川嘉六監

訳「マルクス=エンゲルス全集、剰余価値学説史Ⅱ、26Ⅱ」大月書店、1974

年、344頁及び338頁の表A)、。この点については、本書の第Ⅰ編第1章第4

節を参照)。 

そのことが後世に大きな論議を呼ぶこととなったのである。各生産部門の

商品において、「平均価値=調整的市場価格」という等式が成り立つのは、単

純商品生産段階であり、それも差額地代の形成を捨象した段階である。差額

地代の形成を導入するとき、単純商品生産段階においても上記の等式は成立

しなくなる。ただ、「全産業部門(総商品)の個別的労働時間の総計 = 総価値 = 

調整的市場価格の総計」とういう形で、価値法則は貫徹するにすぎない。そ

こでは、農業部門の差額地代は、農業部門を含めた全産業部門の剰余価値に

よって形成されるといえる。その点は、本書の第Ⅰ編第1章第5節で明らか

にした。 

第二の場合は、いうまでもなく、資本制商品生産段階のもとでは諸商品の

調整的市場価格はその部門の商品の平均的生産価格によって規制され、平均

価値によって規制されることはない。ただ、農業部門では差額地代や絶対地

代が発生するため、 劣等地の個別的生産価格を上回る水準に調整的市場価

格は落ち着く。いずれにしても資本制商品生産段階のもとでは、各生産部門

の商品の平均価値と調整的市場価格は一般的には一致しない。しかし、地代

を捨象したとき、全産業部門の「総価値 = 総生産価格 = 市場価格の総計」

となり、価値法則は貫徹する。そこへ地代を導入するとき、「総価値 < 総生

産価格 + 総地代 = 市場価格の総計」となり、全産業部門の総価値(個別的労

働時間の総計)と市場価格の総計の不一致が現象的に生じる。とはいえ、実質
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的には市場価格の総計は総価値(個別的労働時間の総計)によって規制される

ため、そこにおいても「総価値 = 市場価格の総計」は貫徹する。ただし、

その場合、現象的に生じる総価値を超える市場価格は、実質的には総価値の

水準まで圧縮される必要がある。その上で、地代を形成する剰余価値の生産

と分配の市場構造を分析しなければならない。すなわち、「総価値 = 市場価

格の総計 = 総生産価格 + 総地代」であり、同時に「総剰余価値 = 総利潤 + 

総地代」という内的関係のもとで、市場構造を分析する必要があるというこ

とである。その点も本書の第Ⅰ編第1章第5節で明らかにした。 
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第 8 章 総価値 = 総価格……ボルトキビッチの修正式を中心

に検討 
 

第 1節 ボルトキビッチの修正式 
 

 商品の価値は基本的に一般的社会的必要労働時間によって規定され、単純

商品生産段階のもとでは市場価格はその平均価値によって規制される。資本

制商品生産段階では市場価格は生産価格により規制され、個々の生産部門で

は価値と価格の乖離が見られる。その乖離は諸資本の有機的構成の相違と諸

資本の回転期間の相違によってもたらされる。しかし、社会全体で見るとき、

総価値 = 総生産価格(地代は捨象)、総剰余価値 = 総利潤(地代は捨象)が成立

する。資本主義社会では、価値規定は社会全体を通して貫徹されるのである。 

 その価値形態(単純商品生産段階)から価格形態(資本制商品生産段階)への

転化(転形ともいわれる)に際しては、ほぼ 1 世紀にわたる論議が行われ、今

なお、統一的な見解には至っていない。端的にいえば、マルクスのいう総価

値 = 総生産価格、総剰余価値 = 総利潤という総計2一致に対する疑問がボ

ルトキビッチによって1907年に提起され(ボルトキビッチ著「『資本論』第3

巻に於けるマルクスの基本的理論構造の修正について」)、その評価をめぐっ

て決着を見ないまま今日に至っているからである。そこで、その点について

神田敏秀の著書(「価値と生産価格―労働価値説の新たな概念と定式」御茶の

水書房、2002 年、105～123 頁)に依拠して、ボルトキビッチの問題提起を以

下に見る。 

 ボルトキビッチはマルクスの生産価格・転化論の内在的批判を次のように

提起した。すなわち、全前貸資本の年1回転を前提として、生産手段部門(第

1部門)、消費財(労働者消費 = 賃金財)部門(第2部門)、資本家消費財部門(第

3部門)の3部門構成の単純生産を想定する。彼はまず、それら3部門の価値

方程式を次のように表す。 

第1部門   c1+ (1 + r)v1 = c1+ c2 + c3，      r ： 剰余価値率 = S / V 

第2部門   c2 + (1+ r)v2 = v1+ v2 + v3 



 127

第3部門   c3 + (1+ r)v3 = m1+ m2 + m3 

この式は、剰余価値率によるので、マルクスの概念規定に基づく式といえ

る。しかし、彼は平均利潤率の原理が価値法則に取って代わるときには、不

変資本や可変資本の要素を含まねばならないとして、上記のマルクスの転化

式の修正式を次のように示す。 

第1部門   (1 + p)(c1x + v1y) = (c1 + c2 + c3)x， 

第2部門   (1 + p)(c2x + v2y) = (v1 + v2 + v3)y  

第3部門   (1 + p)(c3x + v3y) = (m1 + m2 + m3) z  

x，y，zは、それぞれの部門の「価格 / 価値」比率(以下、偏奇率と呼ぶ)。

ｐは、平均利潤率。c1，c2，c3は不変資本。v1，v2，v3，は可変資本。m1，m2，

m3，は剰余価値。なお、V = v1 + v2 + v3，S = m1 + m2 + m3 。 

ボルトキビッチは、上式は三つであるが、未知数は四つ(x，y，z，p)であ

るため、解くことは出来ないとして、「z = 1」と仮定して解を得る。z = 1と

は、第 3 部門の「価格 / 価値 = 1」ということである。その前提のもとで、

検討の結果、次のような結論を得る。「総剰余価値 = 総利潤」という等式は

成立するが、「総価値 = 総生産価格」という関係は一般的に成立しなくなる

と。ただし、第 3 部門の資本の有機的構成(資本の回転期間の相違は捨象)が

全産業部門の社会平均的な資本の有機的構成と等しいと仮定するならば、こ

のとき「総価値 = 総生産価格」は成立する。したがって、そのときマルク

スのいう総計2一致の命題は成立する場合があるといえる。しかし、一般的

には第3部門の資本の有機的構成が全産業部門の社会平均的な資本の有機的

構成と等しいとはいえないため、「総価値 = 総生産価格」は成立せず、総計

2 一致の命題は崩れる。したがって、ボルトキビッチはマルクスの転化論の

命題「総計2一致」は一般的に成立しないという問題提起をした。彼の主張

が脚光を浴びたのは、1942年にスイージーによって彼の著書が英訳され、欧

米世界、次いで日本に広く紹介されてからである。それによって広範な論議

を呼び起こした。 

神田敏秀(前述の著書)によれば、論者の立場は様々に分かれるが、大別し

て次の三つになると述べている。 

① 総計2一致成立を否定、ないし放棄する立場、 

② 「修正式」を基本的に認めても、総計2一致を何とか立証しようとする
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立場、 

③ 原則的に「修正式」の設定を批判・否定し、マルクス転化論の方法と結

論を擁護しようとする立場、である。 

さらに神田は、上記①の立場をとる潮流について次のようにいう。欧米で

の「転形論争」の主流、並びに日本での置塩信雄一門、大島雄一、高須賀義

博、宇野学派、その末尾に神田敏秀(著者)が並ぶと。いわば、①の立場が現

時点の主流という見解を示している。②の立場にはスイージーと山内清、③

の立場については、見田石介、松石勝彦等が挙げられる。 

 筆者は、上記の区分の中では③の立場をとる。その論拠について、以下に

述べる。その前に、ボルトキビッチの問題設定とその式から得られる解につ

いて検討する。彼の問題設定の式を再度、下記に示す。 

＜前提＞ 

1)x，y，zは各部門の「価格/価値」(偏奇率)。 

 すなわち、 

   x = 第1部門の生産価格/第1部門の価値 

= (1 + p)(c1x + v1y) /{c1 + (1 + r)v1} 

   y = 第2部門の生産価格/第2部門の価値 

= (1 + p)(c2x + v2y) /{c2 + (1 + r)v2} 

    z = 第3部門の生産価格 / 第3部門の価値 

= (1+ p)(c3x + v3y) /{c3 + (1 + r)v3｝…… ① 

 なお、 

  剰余価値率：r = S / V …… ② 

C = c1 + c2 + c3，V = v1 + v2 + v3，S = m1 + m2 + m3，…… ③ 

2)価値形態   

第1部門   c1 + (1 + r)v1 = c1 + c2 + c3， ……  ④ 

第2部門   c2 + (1 + r)v2 = v1 + v2 + v3 …… ⑤ 

第3部門   c3 + (1 + r)v3 = m1 + m2 + m3 …… ⑥ 

総計   c1 + c2 + c3 + (1 + r)( v1 + v2 + v3) 

= (c1 + c2 + c3) + ( v1 + v2 + v3) + ( m1 + m2 + m3)……⑦ 

  ⑦式へ③を代入 

C + (1 + r)V = C + V + S …… ⑧ 
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3)価格形態 

第1部門   (1 + p)(c1x + v1y) = (c1 + c2 + c3)x ……  ⑨ 

第2部門   (1 + p)(c2x + v2y) = (v1 + v2 + v3)y …… ⑩ 

第3部門   (1 + p)(c3x + v3y) = (m1 + m2 + m3) z …… ⑪ 

総計  (1 + p){(c1 + c2 + c3)x + ( v1 + v2 + v3)y} 

= (c1 + c2 + c3)x + (v1 + v2 + v3)y + (m1 + m2 + m3) z …… ⑫ 

   ⑫式へ③を代入 

         (1 + p)(Cx + Vy) = Cx + Vy + Sz  

          p(Cx + Vy) = Sz……  ⑬ 

＜仮定＞ 

   z = 1 …… ⑭ 

  

＜証明すべき目標＞ 

   (1) 総価値=総生産価格：C + V + S = Cx + Vy + Sz 

    ここで、「z = 1」とボルトキビッチは仮定(⑭)しているため、 

上の式は 

「C + V = Cx + Vy」となる。 

   (2) 総剰余価値=総利潤：S = p(Cx + Vy)  

＜解法＞ 

⑬式より 

    Sz = p(Cx + Vy) 

    この式へ ⑭の z = 1を代入 

    S = p(Cx + Vy) …… ⑮ 

⑮式は、「総剰余価値=総利潤」を意味し、＜証明すべき目標＞の(2)が証明さ

れた。 

次に、zに関する①と⑭より、 

   (1 + p)(c3x + v3y) /｛c3 + (1 + r)v3｝= 1 

   (1 + p)(c3x + v3y) =c3+ (1 + r)v3 …… ⑯ 

この式へ②(r = S / V)を代入 

   (1 + p)(c3x + v3y) = c3 + (1 + S / V)v3  

上式の両辺を「v3」で除す。 
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   (1 + p)(
3

3

v

c
x + y) =

3

3

v

c
+ 1 + S / V …… ⑰ 

ここで、
3

3

v

c
=
V

C のとき、 

⑰式は次のようになる。 

    (1 + p)(
V

C x + y) =
V

C+ 1 + S / V     

 この式の両辺に「V」を乗じる。 

    (1 + p)(Cx + Vy) = C + V + S…… ⑱ 

⑱式は、「総生産価格=総価値」を意味し、＜証明すべき目標＞の(1)が証明さ

れた。 

しかし、一般的には
3

3

v

c
=
V

C は成立しない。両者が等しくなるのは、第3 

部門の資本の有機的構成と全産業部門の総資本の有機的構成が一致するとき

だけである。それは偶然の一致であり、通常は起こり得ない。したがって、

一般的には「総生産価格=総価値」は成立しないといえる。 

 このことから、ボルトキビッチはマルクスの転化論の命題「総計2一致」

は一般的に成立しないという問題提起をしたのである。 

 

第 2節 ボルトキビッチの修正式の問題点 
 
 前節でみたボルトキビッチの修正式(価格形態)は、次の二つの問題を含む。

第一に、価値形態から価格形態への転化に際して、各部門の資本の有機的構

成を変化させたこと。いいかえれば、不変資本と可変資本の価値と価格の関

係を変動させたことである。第二に数式上の問題である。三つの式の各項(す

べての項)に未知数が入り、定数項がないということ。定数が一つもないとい

うことは、これらの式からは解が得られないことを意味する。さらに、未知

数が四つあるにも関わらず、式は三つのため解が得られないということであ



 131

る。 

第一の問題についていえば、たとえば第1部門を例にとって述べると、価

値形態の不変資本及び可変資本は各々「c1，v1」であるにも関わらず、価格

形態に転化したときの値は「c1x，v1y」に変動している。すなわち、各部門

の不変資本、及び可変資本部分の価値と価格の関係を変化(異なった部門の偏

奇率を乗じた)させたことである。そのことによって、各部門の資本の有機的

構成(不変資本 / 可変資本)が価値形態(c1 / v1)と価格形態(c1x / v1y)では異なっ

たものになっている。資本の有機的構成の変化は生産段階で生じるものであ

り、流通段階(価値形態から価格形態への変化)で生じるものではない。ここ

に、ボルトキビッチの修正式の基本的欠陥がある。総生産価格と総価値が一

般的に不一致となる原因もここから生じている。価値形態から価格形態への

変化に際して、不変資本と可変資本の関係(資本の有機的構成)を変動させる

という基本的な誤りの結果である。価値形態から価格形態への変化に伴う各

部門に於ける価値と価格の変動(不一致)は、あくまで剰余価値と利潤の間で

生じることであり、不変資本や可変資本の価値と価格の関係に影響を及ぼす

ものではない。その点に関する認識がボルトキビッチには欠如していたとい

わざるを得ない。 

第二の問題についていえば、ボルトキビッチの修正式(価格形態)は、数式

上の問題として次の二点がある。第一点は、各項(すべての項)に未知数が入

り、定数項がないということ。定数が一つもないということは、前述のよう

にこれらの式からは解が得られないことを意味する。第二点は未知数が四つ

あるにも関わらず、式は三つのため解が得られないということである。これ

らの問題を解決するために、ボルトキビッチは「z = 1」という仮定を設定し

た。それによって、上記の数式上の二つの問題を一挙に解決した。すなわち、

未知数は三つになると共に、定数項を一つ導入することが出来、この修正式

は解を得ることが出来るようになったのである。 

 しかし、「z = 1」のもつ意味は、単に第3部門の「価格 / 価値」の偏奇率

を「1」と仮定しただけではなく、次の意味をもっている。第3部門は資本家

消費財部門であるため、「総利潤 / 総剰余価値 = 1」、すなわち「総利潤 = 総

剰余価値」を仮定したことになる点である。その点は前節の⑤式にみられる

通りである。⑤式はボルトキビッチの修正式の算出結果から得られたもので
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はなく、「z = 1」という仮定を導入することによって自動的に得られたもので

ある。したがって、この限りで、「z = 1」という仮定と、「総利潤 = 総剰余

価値」は同義反復であり、ボルトキビッチの修正式は当初から「総利潤 = 総

剰余価値」を仮定しているにすぎない。一見、「総利潤 = 総剰余価値」はボ

ルトキビッチの修正式からの算出結果のようにみえるが、それは計算の前提

(仮定)にされているものにすぎないのである。さらにいえば、計算の結果、「総

生産価格 = 総価値」が一般的に成立しないというということも、じつは価

値形態から価格形態への転化に際して、各部門の不変資本と可変資本の価値

と価格の関係を変動(したがって、資本の有機的構成を変動)させるという誤

りを犯したことの当然の帰結でもある。 

なお、ボルトキビッチの修正式が利潤率pを未知数にしたことにも問題が

ある。それは本来、価値形態の既知数(C，V，S)から得られるものであり、

未知数ではなく既知数である。すなわち、価値形態から得られる既知数の

C(不変資本の総計)、V(可変資本の総計)、S(剰余価値の総計)から「利潤率p = 

S / (C + V)」として算出出来る既知数である。それにも関わらず、ボルトキビ

ッチの修正式では、価格形態での利潤率を、価値形態から得られる利潤率と

は異なるものとして設定した。すなわち、価格形態の利潤率pは「Sz / (Cx + 

Vy)」とした。したがって、未知数になったのである。ボルトキビッチは、価

値形態から価格形態への転化に際して、不変資本や可変資本だけではなく、

利潤率も価値形態から得られるものとは異なるものへと置き換えるというよ

うに誤りを重ねた。ただ、「z = 1」という仮定を設けることによって、「総剰

余価値=総利潤」という関係だけをかろうじて保持したのである。利潤率 p

が既知数のとき、価値形態から価格形態への各部門の偏奇率(価格 / 価値)は、

価格形態の式と未知数(各部門の偏奇率)の数が同じになり、解が得られる式

となる。その点は次節にみられる通りである。 

 

第 3節 価値形態から価格形態への転化式 
  
全産業部門として、三部門を想定するとき、価値形態から価格形態への転

化式(ボルトキビッチの修正式)は正しくは、次のように表されるべきであっ

た。 
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＜前提＞ 

1) 用語と記号 

剰余価値率：r = S / V  

不変資本：C = c1 + c2 + c3，可変資本：V = v1 + v2 + v3，剰余価値：S = m1 + m2 + m3， 

商品価値(価格)：W = w1 + w2 + w2 = w1 x + w2 y + w2 z…… ① 

2) 価値形態   

第1部門   c1+ (1 + r)v1 = c1 + c2 + c3 = C = w1 ……  ②     

第2部門   c2 + (1 + r)v2 = v1 + v2 + v3 = V = w2 …… ③ 

第3部門   c3 + (1 + r)v3 = m1 + m2 + m3 = S = w3 …… ④ 

総計    c1 + c2 + c3 + (1 + r)( v1 + v2 + v3) = C + V + S = w1 + w2 + w2……⑤ 

  ⑤式へ①を代入 

C + (1 + r)V = C + V + S = W …… ⑥ 

3) 価格形態 

第1部門   (1 + p)(c1 + v1) = (c1 + c2 + c3)x = w1 x ……  ⑦ 

第2部門   (1 + p)(c2 + v2) = (v1 + v2 + v3)y = w2 y …… ⑧ 

第3部門   (1 + p)(c3 + v3) = (m1 + m2 + m3)z = w2z …… ⑨ 

総計  (1 + p){(c1 + c2 + c3) + ( v1 + v2 + v3)} 

= Cx +Vy + Sz = w1 x + w2 y + w2 z…… ⑩ 

     ⑩式へ①を代入 

         (1 + p)(C +V) = Cx +Vy + Sz = W ……  ⑪ 

4) x，y，zは各部門の「価格 / 価値」(偏奇率)。 

  x = (1+ p)(c1+ v1) / w1 

      y = (1+ p)(c2+ v2) / w2 

  z = (1+ p)(c3+ v3) / w3 

 

 価格形態の三つの式には、未知数が三つあり、定数項もあるので、解は得

られる。なお、この式では、「総利潤=総剰余価値」、及び「総生産価格=総価

値」は共に常に成立している。なぜなら、価値形態の⑥式と価格形態の⑪式

から、その点は次のようになるからである。 

        (1 + p)(C + V) = C + (1 + r)V …… ⑫ 

⑫式は「総生産価格=総価値」を意味する。 
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また、⑫式から、次の式が得られる。 

        p(C + V) = rV …… ⑬ 

⑬式は「総利潤 = 総剰余価値」を意味する。 

 

以上のような論拠から、筆者はボルトキビッチの「修正式」の設定を批判・

否定し、マルクス転化論の方法と結論を擁護する立場をとる。いわゆる総計

2 一致説(総生産価格 = 総価値、総利潤 = 総剰余価値)である。ただし、地

代を導入するとき、総計2一致説は「総価格(総生産価格 + 総地代) = 総価値」、

「総利潤 + 総地代 = 総剰余価値」となる。 
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第 9 章 剰余価値率と利潤率の推移 
 
本章では、日本の統計(主に、内閣府経済社会総合研究所編「国民経済計算

年報」や財務総合政策研究所編「法人企業統計年報」等)を用いて、剰余価値

率や利潤率がどのように推移しているかを検討する。前章で明らかにしたよ

うに、価値形態から価格形態への転化は、各産業部門で生産された剰余価値

が利潤へ転化し、剰余価値の再配分が行われることを意味する。その際、各

産業部門の資本構成や、不変資本、可変資本の価値が変動するものではない。

それらは生産段階で規定され、流通段階で変動するものではないからである。

ただ、剰余価値の再配分が流通過程で生じるのみである。したがって、「総価

値 = 総価格」、「総剰余価値 = 総利潤」の総計2一致説を前提として、以下、

日本の剰余価値率及び利潤率の推移を見ることにしよう。 

 

第 1節 剰余価値率の推移 
 
日本に於ける剰余価値額は、内閣府経済社会総合研究所編「国民経済計算 

年報」の中の国民所得(付加価値)から可変資本部分(雇用者労働報酬 + 農林

漁業所得)を差し引いた額としてとらえられる。農林漁業所得を可変資本部

分に加える理由は、農林漁業への就業者の大部分は家族経営であり、その平

均的な所得は労賃水準にあるからである。表9-1に示したように、第一次産

業(農林漁業)への雇用者率は1割内外にすぎない。剰余価値率は、上記のよ

うにして算出された剰余価値額を、可変資本額で除したものである。なお、

表中の国民所得(市場価格表示)は、国民総所得(GNI)から固定資本減耗額を差

し引いたものである。 

その結果は表9-1及び図9-1に剰余価値率Ⅰとして示した。1955年(昭和30

年)は48.1%であったが、その後、高度経済成長期に入り、1965年には68.9%

へと上昇している。しかし1985年には低経済成長期に入り56.3%へと低下し、

2005年も55%水準にとどまっている。以上は、社会全体(全産業部門)の平均

的な剰余価値率の推移をみたものであるが、剰余価値を生産するのは第一次

産業(農林漁業)及び第二次産業(鉱業、建設業、製造業等の工業部門)の生産部 
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表9-1 産業別就業構成の変化と 剰余価値率 

    単位：10億円、%、万人 

  1955 1965 1985 2005

付加 

価値 

①国民所得 7,679 29,031 280,962 406,482 

②農林漁業所得 1,637 2,207 3,626 2,658 

③雇用者労働報酬 3,549 14,981 176,093 259,554 

④可変資本=②+③ 5,185 17,187 179,719 262,212 

⑤可変資本=④×(5) 3,213 9,520 77,400 78,080 

⑥剰余価値Ⅰ=①－④ 2,494 11,844 101,243 144,270 

⑦剰余価値Ⅱ=①－⑤ 4,466 19,511 203,562 328,402 

⑧空費=④－⑤ 1,972 7,667 102,319 184,132 

⑨空費率=⑧/⑦ 44.2 39.3 50.3 56.1 

剰余 ⑩剰余価値率Ⅰ=⑥/④ 48.1 68.9 56.3 55.0 

価値率 ⑪剰余価値率Ⅱ=⑦/⑤ 139.0 204.9 263.0 420.6 

就業 

人口 

(1)全産業 4,090 4,730 5,807 6,356 

(2)第一次産業 1,536 1,113 509 282 

(3)第二次産業 998 1,507 1,992 1,713 

(4)第一、二次産業 2,534 2,620 2,501 1,995 

(5)就業率=(4)/(1) 62.0 55.4 43.1 31.4 

雇用者 

(6)全産業 1,778 2,876 4,313 5,393 

(7)第一次産業 98 83 43 43 

(8)第二次産業 755 1,290 1,657 1,520 

(9)第一、二次産業 843 1,373 1,700 1,563 

雇用者

率 

(10)全産業=(6)/(1) 43.5 60.8 74.3 84.8 

(11)第一次産業=(7)/(1) 6.4 7.5 8.4 15.2 

(12)第二次産業=(8)/(1) 75.7 85.6 83.2 88.7 

(13)第一、二次産業=(9)/(1) 33.3 52.4 68.0 78.3 

資料：内閣府経済社会総合研究所編「国民経済計算年報」、及び総務省統

計局「労働力調査年報」より作成。 
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図 9-1 剰余価値率の推移 
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門であり、第三次産業(流通業や金融業、不動産業、教育や医療、情報通信業、

サービス業等)ではないという見方がある。いわゆる第三次産業の費用は「空

費」であり、社会的に価値を生産するものではなく、価値の分配を受けるの

みであるというとらえ方である。そのとらえ方のもつ意味については次章で

検討するが、ここではその考え方を受け入れた剰余価値率をも算出し、表9-1

及び図9-1の剰余価値率Ⅱとして示した。 

すなわち、そこでは剰余価値Ⅰと、第三次産業部門の可変資本部分の価値

量を生産部門が生産したものとみなし、両者を加えた価値量(剰余価値Ⅱ)を、

生産部門(第一次、二次産業部門)の可変資本で除して剰余価値率Ⅱとして示

した。表9-1の記号で上記の算式を示すと、下記のようになる。剰余価値Ⅱ = 

剰余価値Ⅰ(①－④) + 第三次産業部門の可変資本(④－⑤) = ①－⑤、となる。

したがって、「剰余価値率Ⅱ= (①－⑤) / ⑤」となる。 

図 9-1 に示したように、剰余価値率Ⅰはこの 50 年間、50%前後で推移し、

大きな変化をみせていないが、剰余価値率Ⅱは一貫して上昇傾向をみせ、1955

年当時は139%であったが、1985年には263%、2005年には421%へと大きく

伸びている。 

それは図9-2に示したように、生産部門(第一次、二次産業)の就業人口率が

年々減少し、非生産部門(第三次産業)の就業人口率が逆に年々増加している

ことによる。このことは、剰余価値Ⅰ及び非生産部門の可変資本の価値量を

生産部門が生み出しているとみなしたとき、生産部門の生産力が飛躍的に伸

びていることを示している。すなわち、剰余価値率(剰余価値/可変資本)の増

大は、いいかえると一定労働時間のうち、必要労働時間(可変資本)の割合が

減少し、剰余労働時間(剰余価値)の割合が増加していることを意味するから

である。 

 

第 2節 労働力の価値を一定としたときの剰余価値率の推移 
 

剰余価値率の増加は、生産力の向上により、一定労働時間内(たとえば、1

日当り8時間労働)の必要労働時間(可変資本)を短縮し、剰余労働時間(剰余価

値)を増加させることによってもたらされることを前節でみた。 
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しかし、実際には

生産力の向上と共に

労働者の生活水準も

向上し、労働力の価

値(可変資本)も高ま

る。したがって、生

活手段を得るための

必要労働時間も長く

なり、剰余価値率を

低める作用がある。

表 9-2 に賃金指数と

消費者物価指数を示

した。2010年を100

とすると、1970年の

指数は全産業平均の

場合、賃金が20、消

費者物価指数は 32.6

である。このことは

40年間に賃金は5倍

に上昇しているが、

物価は約3倍上昇し

たにすぎないことを

示している。いいか

えれば、労働力の価値(労働者の生活水準)は、この間に約1.7倍(5/3)に上昇し

ていることを意味する。 

図 9-3 に、1965 年を 100 とした指数で、その後 40 年間の賃金指数と消費

者物価指数の推移を示した。ただし、表9-2に注記したように、1965年の全

産業の賃金指数や消費者物価指数の総合は、データとしてなかったので、筆

者の推計値によった。推計方法は1965年の全産業の賃金指数の場合、「1965

年の製造業の賃金指数 × (1970 年の全産業の賃金指数 ÷ 同年の製造業の賃

金指数)」として算出した。1965 年の消費者物価指数の総合値も、食料の指

表9-2     賃金指数と消費者物価指数(2010年=100)

  賃金指数 消費者物価指数 

 全産業 製造業 総 合 食 料 

1955      － 3.9      － 16.3  

1960      － 5.2      － 17.2  

1965 (10.1) 8.4 (24.4) 24.5  

1970 20.0  16.7 32.6 32.7  

1975 47.1  38.1 56.0 56.2  

1980 69.0  56.7 77.2 77.0  

1985 82.9  69.0 88.4 88.3  

1990 97.9  82.9 94.5 94.2  

1995 107.6  91.5 101.1 101.1  

2000 108.1  99.9 102.7 103.0  

2005 104.1  103.6 100.4 100.7  

2010 100.0  100.0 100.0 100.0  

注 1) 賃金指数は、事業規模30人以上。 

    2) カッコ内の数値は筆者による推計値。 

  3) 下記資料をもとに作成。 

資料1) 厚生労働省大臣官房統計情報部「毎月勤労統

計調査年報」 

  2) 総務省統計局統計調査部「消費者物価接続指

数」 
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数を援用して同様な方法で推計した。図9-3から1995年までは物価の指数よ

りも賃金の指数が大きく伸びていることがわかる。そのことは、その間に労

働力の価値が大きく上昇していることを示している。しかし、1995 年から

2005年にかけては賃金指数がやや低下し、労働力の価値が低下している。た

だ、長期的には生産力の向上と共に、労働力の価値が向上しているといえる。

なお、1965年を基準とした労働力の価値の変化率を表9-3に示した。 

 

労働力の価値の変化率は

各年次の賃金指数を消費者

物価指数で除したものであ

る。同表にみられるように、

1965 年から 1995 年にかけ

て労働力の価値は上昇し、

30 年間に 2.57 倍に上昇し

ている。その後は停滞して

いるが、2005年においても

1965 年当時に比べると 2.5

倍の水準にある。 

そこで、労働力の価値を

表9-3    労働力の価値の変化率(1965年=100)

  

賃金指数

(全産業) 

  ① 

消費者物価

指数(総合) 

 ② 

労働力の

価値の変

化率 

③=②/① 

1965 100.0 100.0 1.00  

1975 466.3 229.5 2.03  

1985 820.8 362.3 2.27  

1995 1065.3 414.3 2.57  

2005 1030.7 411.5 2.50  
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図 9-3 賃金指数と消費者物価指数の推移(1965年=100) 
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1965 年当時の水準に固定した場合の換算剰余価値率の推移を表 9-4 及び図

9-4 に示した。同図にみられるように、長期的には換算剰余価値率は上昇傾

向を示している。表 9-4 では 5 年間隔で社会全体の剰余価値率及び換算剰余

価値率の推移を示している。それによると、1965年当時の剰余価値率は68.9%

であったが、換算剰余価値率はその後上昇し、1990 年には 147%になってい

る。1990年以降はやや減少し、2005年には137.5%である。1965年当時に比

べると、約2倍に上昇している。労働力の価値を可変としたときの2005年の

剰余価値率は55%にすぎず、1965年当時の68.9%に比べると10%余り減少し

ている。これは前述のように、労働力の価値(労働者の生活水準)が2.5倍に上

昇していることによる。 

 

 

図 9-4 換算剰余価値率(労働力の価値を一定)の推移 
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第 3節 利潤率の推移 
 

我が国の 1965 年から

2005 年までの利潤率(総資

本営業利益率)の推移を表

9-5及び図9-5に示した。デ

ータは財務総合政策研究所

編「法人企業統計年報」に

よるものである。全産業平

均的利潤率は低下傾向にあ

り、高度経済成長期の1965

年は 6.3%、1970 年には

7.4%あったものが、その後

減少し、2005 年には 3.6%

となっている。利潤率に影

響を与える売上高営業利益

率及び総資本回転率も同様

な傾向を示している。 

生産部門である農林漁業や製造業について見ると、同様な傾向を示してい

るものの、農林漁業においてその落差は大きい。1965 年には 7.9%と利潤率

は高かったが、1970年には3.4%へと急落し、その後も低下傾向は続き、1995

年及び2000年にはマイナスの利潤率となっている。海外からの安い農産物や

水産物、さらには林産物の輸入拡大の影響を受け、国内の農林漁業の企業経

営が苦しい状況に置かれていることが伺える。製造業の利潤率は全産業の平

均的利潤率よりも高く、我が国の産業が工業立国であることを反映している

といえよう。総じて製造業は農林漁業に比べて、売上高営業利益率及び資本

回転率の双方共に高い。そのことが利潤率の高さとなって現れている。 

なお、資本の回転率の推移については、表 9-5，図 9-6 に示した。1965 年

から 1980 年にかけては上昇(全産業の平均では 1 年に 1.44 回転から 1.7 回転

へ)しているが、それ以降減少傾向に転じ1985年から1995年にかけて大きく

ダウンし、2005年には全産業の平均が年1.14回転となっている。 

表9-4 労働力の価値を一定としたときの換算

剰余価値率 

  
剰余価

値率① 

労働力の

価値の変

化率② 

換算剰余

価値率③=

①×② 

1965 68.9 1.00 68.9  

1970 81.1 1.48 120.0  

1975 47.8 2.03 97.0  

1980 56.6 2.16 122.3  

1985 56.3 2.27 127.8  

1990 58.8 2.50 147.0  

1995 49.5 2.57 127.2  

2000 49.7 2.54 126.2  

2005 55.0 2.50 137.5  

注：③の換算剰余価値率とは、労働力の

  価値を一定(1965年を基準)とした

ときの剰余価値率。 
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表9-5 利潤率(総資本営業利益率) 

    単位：%、回/年 

  総資本営業利益率
売上高営業利益

率 

総資本回転率(回/年) 

  

全

産

業 

農林

漁業

製

造

業 

全

産

業 

農林

漁業

製

造

業 

全産

業 

農林

漁業 

製造

業 

1965 6.3  7.9 7.1 4.4 8.4 6.4 1.44 0.94 1.12 

1970 7.4  3.4 9.1 4.7 2.8 7.3 1.57 1.21 1.25 

1975 4.4  2.7 5.6 3.0 2.3 3.8 1.48 1.15 1.18 

1980 6.0  0.2 4.4 3.5 0.2 5.1 1.70 1.22 1.47 

1985 4.3  2.3 5.4 2.8 1.9 3.9 1.54 1.20 1.37 

1990 4.6  0.0 5.8 3.5 0.0 4.8 1.31 1.03 1.21 

1995 2.7  -0.7 3.6 2.4 -0.8 3.3 1.12 0.86 1.06 

2000 2.9  -0.4 3.9 2.6 -0.5 3.8 1.11 0.84 1.02 

2005 3.6  0.9 4.8 3.2 0.9 4.5 1.14 0.90 1.06 

資料：財務総合政策研究所編「法人企業統計年報」より作成。 

図 9-5 利潤率(総資本営業利益率)の推移
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表9-6 資本の有機的構成と資本回転率 

  
剰余価値

率(%) 

利潤率

(%) 

有機的

構成 

資本回転率

(回/年) 

1965 68.9 6.3 9.9 1.44 

1970 81.1 7.4 10.0 1.57 

1975 47.8 4.4 9.9 1.48 

1980 56.6 6.0 8.4 1.70 

1985 56.3 4.3 12.1 1.54 

1990 58.8 4.6 11.8 1.31 

1995 49.5 2.7 17.3 1.12 

2000 49.7 2.9 16.1 1.11 

2005 55.0 3.6 14.3 1.14 

注1) 利潤率は、全産業の総資本営業利益率。 

注2) 有機的構成は、「剰余価値率/利潤率－1」として

算出。 

 

図 9-6 資本の回転率(回/年)の推移
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後に、利潤率へ影響を与える資本の有機的構成についてみよう。資本の

有機的構成は、不変資本（C）と可変資本（V）の比率であり、「C / V」とし

て表される。それは利潤率Pと剰余価値率（M / V）から次のように算出され

る。ただし、 

M = 剰余価値 

P = M / (C + V) 

P (C + V) = M  

…… ① 

①式の両辺をVで除す。 

P｛(C / V) + 1｝ 

 =M/V 

 ∴C / V = (M / V ÷ P)－1 

上記の式を文字で表すと、下記のようになる。 

資本の有機的構成 = (剰余価値率 ÷ 利潤率)－1 

 

 表 9-6 に示した全産業を対象とした資本の有機的構成の値は、既述の剰余

価値率及び利潤率を上記の式に代入して計算した結果の数値である。 

表 9-6 及び図 9-7 に示したように、長期的には資本の有機的構成は高くな

る傾向を示している。1965年には9.9であったが、1995年には17.3と高くな

っている。その後、微減し、2005年には14.3となっている。資本の有機的構

成は経過的には増減を繰り返しながらも、長期的には増加傾向を示している

といえよう。この限りでは、マルクスが資本論(第三部、第三編、第十三章)

の中で指摘したように、生産力の発展と共に資本の有機的構成が高まってい

るといえる。 

しかし、そのことによって、一般的利潤率の低下が資本制的生産の必然的

法則とみなしているのは早計であろう。利潤率に影響を与えるのは、資本の

有機的構成の変動だけではなく、資本の回転率や剰余価値率の変動があるか 

らである。資本の回転率や剰余価値率が増加すれば、利潤率は高まる。我が

国のここ40年間の動向を見ると、資本の回転率は増加や減少がみられ(表9-6

や図 9-6)、一定した傾向はみられないが、剰余価値率については見方によっ

ては(表9-1や図9-1，表9-4や図9-4)増加している。一般的な剰余価値率は我 
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が国の場合、ここ50年間、50%前後で推移しているが、剰余価値生産を生産

部門に限って見るならば、既述のように大きく増加傾向を見せている。また、

労働力の価値を固定させるならば、同様に剰余価値率は増加傾向を見せてい

る(表9-4や図9-4)。それらは現象としては現れないが、潜在的に利潤率(価値

生産を生産部門に限った場合の部門利潤率や、労働力の価値を固定したとき

の利潤率)を高める作用をしているからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-7 資本の有機的構成(C/V)の推移
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第 10 章 空費の意義 

 

第 1節 空費と商品の生産・供給への社会的必要労働 

 

剰余価値を生産するのは第一次産業(農林漁業)及び第二次産業(鉱業、建設

業、製造業等の工業部門)の生産部門であり、第三次産業(流通業や金融業、

不動産業、教育や医療、情報通信業、サービス業等)ではないという見方があ

る。いわゆる第三次産業の費用は「空費」であり、社会的に価値を生産する

ものではなく、価値の分配を受けるのみであるというとらえ方である。  

その点に関するマルクスの考えを、資本論の中から引用してみよう(マルク

ス著、長谷部文雄訳「資本論」第 3 巻、第二部第六章、青木書店、1969 年、

167～170頁)。「商品から貨幣への、および貨幣から商品への資本の形態転化

は、同時に資本家の取引であり、購買および販売行為である。……この状態

変化が時間と労働力を要するのは、価値を創造するためではなく、一形態か

ら他の形態に価値を転態するためであって、……彼の労働の内容は価値も生

産物も創造しない。彼自身が生産上の空費に属する」と。マルクスはこの章

で、流通費、保管費は価値を形成しない空費とみなすが、なぜか運輸費につ

いては生産過程の継続とみなし、空費ではなく、価値を形成するものとして

位置づけている。 

 しかし、生産過程に直接関わらない第三次産業(電気・ガス・水道業、情報

通信業、運輸・郵便業、卸売・小売業、金融業・保険業、教育・医療、サー

ビス業等)であっても、運輸業に限らず、それらの中には商品の生産及び供給

に関わる社会的必要労働量が相当分含まれている。たとえば、直接的には生

産資材(物財)となる電気・ガス・水道業、商品の保管・包装・仕分け、さら

には商品の卸売・小売業等も商品の供給に欠かせない社会的必要労働となっ

ている。また、間接的には国や県(公務員)の労働者の中でも試験研究機関に

携わっている人々は技術開発を通して農産物等の商品生産に関与している。

その普及(技術指導)に当る都道府県の農業改良普及センターの職員も農業生

産に関与しているといえよう。さらに労働力の再生産に必要な教育・医療関
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係の業務、労働力の維持を精神面から支えている。観光産業(仕事による精神

的ストレスからの回復)も広い意味では生産へ関与しているとみなすことが

出来る。 

 したがって、生産に直接関わるか否かで、価値形成に関わるか否かの基準

にするのは、若干問題がある。また、そのようなとらえ方は後述するように

剰余価値が資本家へ利潤として取得されるだけではなく、非生産部門の労働

者へ労賃として配分されるという見方につながる。生産力の発展と共に、社

会全体に占める生産部門の従事者数割合は減少し、非生産部門への従事者数

割合は増加する。第9章の図9-2にみられるように我が国では2005年現在で

非生産部門への従事者数割合は全従業者数の約70%を占める。それに伴い剰

余価値の配分の大部分は利潤というよりも労賃として分配されることになる。

そのとき、剰余価値の本来的意味(労働者への不払い労働部分 = 資本家が利潤

として搾取する部分)が失われ、主に労賃(於：非生産部門)の価値源泉となる。 

以上の観点から、生産に間接的に関与する労働であっても、社会的必要労

働である限りに於いては広く価値形成に関与するという見方が基本的には適

切ではないかと推察されるが、以下、前者の立場(剰余価値を生産するのは生

産部門であり、非生産部門ではないという見方)に立った空費の意義について

以下、検討する。 

 

第 2節 空費の設定による剰余価値の生産と分配 

 

このような非生産部門の社会的必要労働量を剰余価値の生産とみなすか

否か(空費であり、分配に関与)は、商品の総剰余価値量に影響を与えるもの

ではない。しかし、部門別の剰余価値生産や価値生産、さらには単位労働価

値額(労働1時間当りの価値額 = v + m)の算定には大きく関わる。その点に関

して具体的に例示して説明すると、下記のようになる。ただし、非生産部門

の代表としてここでは流通部門を取り上げる。 

 

前提：① 商品の総付加価値額 = 6,000億円 

前提：② 生産部門の労働量 = 10億時間 
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前提：③ 流通部門の労働量 = 5億時間 

前提：④ 労賃(1時間当り) = 200円 

 

 とすれば、流通部門の労働を、剰余価値の生産に関与するとみなす場合(1)

と、生産には関与しない(分配に関与)とみなす場合(2)に、各々の社会全体の

総剰余価値額、部門別価値生産額、部門別剰余価値額、単位労働価値額を算

出してみよう。 

 

(1) 生産に関与するとみなす場合 

⑤ 生産に関わる全産業部門の単位労働価値額 

= ① ÷ (② + ③) = 6,000 ÷ (10 + 5) = 400円 

⑥ 総剰余価値額 = ①－(② + ③) × ④ 

= 6,000－(10 + 5) × 200 = 3,000億円 

⑦ 剰余価値率 = ⑥ ÷ (①－⑥) × 100 

= 3,000 ÷ (6,000－3,000) = 100% 

⑧ 生産部門の剰余価値額= ② × (⑤－④) 

= 10 × (400－200) = 2,000億円 

⑨ 流通部門の剰余価値額 = ③ × (⑤－④) 

= 5 × (400－200)= 1,000億円 

(2) 生産に関与しない(分配に関与)とみなす場合 

⑩ 生産部門の単位労働価値額= ① ÷ ② 

= 6,000 ÷ 10 = 600円 

⑪ 生産部門の剰余価値額=(⑩－④) × ② 

= (600－200) × 10 = 4,000億円 

⑫ 生産部門から流通部門の労賃部分への剰余価値の分配額 

= ③ × ④ = 5 × 200 = 1,000億円 

⑬ 総剰余価値額 = ⑪－⑫ = 4,000－1,000 = 3,000億円 

⑭ 生産部門の剰余価値率 = ⑪ ÷ (② × ④) × 100 

= 4,000 ÷ (10 × 200) × 100 = 200(%) 
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⑮ 流通部門の生産価値 = 0  

(したがって、労働力の価値= 0、剰余価値= 0 ) 

 

 上記のように、(1)の場合と、(2)の場合の社会全体の総剰余価値額は等しい

(⑥=⑬)。ただ異なるのは、(1)の場合の生産に関わる全産業部門の剰余価値率

が 100%、剰余価値額 3,000 億円となるのに対し、(2)の場合、生産部門の剰

余価値率が 200%、剰余価値額は 4,000 億円と現象し、社会全体の剰余価値

額 3,000 億円より高くなることである。その差額 1,000 億円の剰余価値が流

通部門の労賃として配分される(価値の分配)という内部の見方の相違である。 

 しかし、単位労働価値額は(1)と(2)では大きく異なる。(1)は 400 円(生産に

関わる全産業部門)となるのに対し、(2)では 600 円(生産部門)と算出される。

生産に関わる労働量として流通部門の労働量を加えるか否か、ということが

両者の算出結果に大きな差をもたらすのである。 

 流通部門に限らず、サービス業を含む第三次産業(非生産部門)の労働も基

本的には社会的に必要な労働である。それにも関わらず、それらの労働は商

品生産に直接関わらないとして、価値的には無益(価値生産量 = 0、空費)な労

働とみなすことにはどのような意義があるのであろうか。その点は次節で検

討する。 

 ただ、非生産部門の労働を空費とみなすことは、労働価値学説の根幹に関

わる剰余価値の本来的意味をも見失う恐れがあることを指摘しておく。とい

うのは図 9-2 にみられるように今日我が国の就業別人口割合を見ると、第三

次産業が大半を占める(2005年：約70%)。そのとき、第一次産業及び第二次

産業の労働者が生産した剰余価値の大部分は、就業人口の大半を占める第三

次産業の労賃部分(労働力の価値)として分配され、残り少ない部分が全産業

部門の資本家へ分配されるということになる。したがって、剰余価値の本来

的意味である利潤の源泉(不払い労働=剰余労働の資本家による搾取)という

意味合いが弱まり、現実的には第三次産業の労賃の源泉としての意味合いが

強く前面に出てくることになるからである。経済の発展と共にその傾向は強

まることを図9-2は示している。 

 流通部門等社会的に必要な第三次産業の労働もすべて生産に関与するとみ
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なす場合には、前述の例示にみられるようにそのような現象は生じない。非

生産部門(第三次産業)の労働力の価値は生産部門からの剰余価値の分配とい

う形態をとらず、自らがその価値を生産したことになるからである。そのと

き、全産業部門の剰余価値はすべて名実共に不払い労働部分となり利潤の価

値源泉(剰余労働の資本家による搾取)となって現象する。したがって、その

ときにはじめて剰余価値の本来的意味をあますところなく具現化する。筆者

は以上の観点から、基本的には流通部門を含む第三次産業の労働も価値の生

産に関与するとみなす立場をとる。 

 

第 3節 空費設定の意義 

 

 ただ、価値の生産を生産部門(第一次、二次産業)に限定し、非生産部門(第

三次産業)の費用を空費とみなす意義は次の点にあるといえよう。生産力の発

展と共に就業人口の産業別構成割合の推移を見ると、図 9-2 にみられるよう

に生産部門の就業者比率は減少し、非生産部門の就業者比率が増加する。そ

のとき、全産業部門の労働が価値生産に関わっているとみなすとき、剰余価

値率は表 9-1 や図 9-1 の剰余価値率Ⅰにみられるように横ばい状態を示し、

生産力の発展が剰余価値率に反映しない。 

 しかし、価値の生産を生産部門に限定するとき、同表や同図の剰余価値率

Ⅱにみられるように、上昇傾向が明瞭に現れ、生産力の発展を直接反映出来

る。商品の生産力の発展は一定の労働時間の中の必要労働時間(生活手段を得

るための労働時間)部分を短縮し、剰余労働時間部分を相対的に延長する。い

いかえれば、生産力の発展は可変資本部分(V)を減少させ、剰余価値部分(M)

を増加させる作用がある。そのことは剰余価値率(M / V)を増加させることを

意味する。空費の設定によって、その内在的発展の姿を浮かび上がらせるこ

とが出来るのである。すなわち、非生産部門の労働は価値を形成しないとみ

なす(いわゆる「空費」)ことによってはじめて、そのことが可能になる。そ

こに「空費」の存在意義があるといえよう。マルクスはそのことを意識して、

空費を流通等の非生産部門に設定したと推察される。 
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第 11 章 農業技術進歩の経済的評価 

―米生産費の動向分析を通して― 
 

第 1節 はじめに 
 

 日本の農業技術は、1960 年代の高度経済成長期以降、飛躍的に進歩した。

代表的な水稲作を例にとると、多肥・多収性の品種開発、新農薬・除草剤の

開発、化学肥料の施肥や施肥法の改善(後期追肥重点など)、農作業の機械化(耕

耘機や脱穀機、田植機、刈取機など)等である。 

 これにより、全国平均の稲作の単位面積当りの米収量は、大きく増加した。

単年度の米の収量は冷害等の気候条件によって大きく左右されるため、5 カ

年平均の数値で米の収量の動向を見ると、1960年の前後2年(1958～1962年)

のデータより算出した移動平均は393kgから、1980年のそれは461kg、2000

年のそれは522kgへと増収している。収量の増加だけではなく、1980年頃か

らは良質良食味の安定多収品種が開発されるようになった。また、農作業の

機械化の進行と共に、稲作の労働時間も大幅に減少した。稲作 10a 当りに要

する投下労働時間を全国平均で見ると、1960年には172.9時間あったものが、

1980年には64.4時間に激減し、2000年には34.2時間と、さらに約半減して 

             

表11-1 米生産の費用(10a当り)の動向 

  1960 年  1980 年  2000 年 

  費 用    (円) 

   うち労働費 

   それ以外の費用

 17,760 

  8,879 

  8,881

128,335 

  52,681 

  75,654

 132,219 

  53,103 

  79,116

  労働時間(時間)   172.9    64.4    34.2

 玄米収量(kg) 

(前後5年間の 

全国平均)  

448 

(393)      

  489 

(461)  

  539 

(522) 

     資料：農林水産省編「米及び麦類の生産費」より作成。 
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いる(表11-1)。 

 しかし、その経済的評価は必ずしも定かでない。本来、技術進歩と共に、

生産性は向上し、単位生産量当りの生産費は低下する。他の農産物において

も、上記の米同様、技術進歩と共に土地生産性や労働生産性は向上している。

しかし、農産物の単位生産量当りの生産費の低下傾向は、経年的には明らか

にされてこなかった。物価変動等、生産費に及ぼす他の要因が長期にわたる

生産費の低下傾向を見えにくくしているからである。 

 そこで、本章では、技術進歩による農産物生産費の低下傾向を明示的にと

らえることの出来る方法を明らかにしたい。それと共に、その適用事例とし

て、米の生産費を取り上げ、長期にわたる経年的低下傾向を明示することを

ねらいとする。 

 

第 2 節 物価指数による米生産の換算費用の推移 
 
 表 11-2 及び図 11-1 に示したように、米 100kg 当りの費用は稲作の技術進

歩にも関わらず、明確な低下傾向を示さず、むしろ1960年(3.960円)から1980

年(26,240 円)にかけては大幅に上昇している。これは、いうまでもなく物価

上昇によるところが大きい。物価変動を考慮に入れない費用を名目費用と呼

ぶことにする。 

そこで、2000年の物価指数(農産物生産者価格指数)を100として、1960年

及び1980年の指数を示すと、表11-2のように、各 2々2.5と97.3である。1960

年の物価は、2000年の約1/ 4から1/ 5である。その物価の変動を考慮に入れ

て、米生産費の換算費用(1960 年及び 1980 年の費用を 2000 年の物価水準に

換算)を、表11-2の 下段及び図11-2に示した。     

 そこに示したように、物価変動の影響を除去しても、米の生産費は 1960

年(17,600 円)から 1980 年(26,970 円)にかけて上昇している。米 100kg 当りの

稲作労働時間は、その間に38.6時間から13.2時間へと、1/ 3に減少している

にも関わらず、である。 
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  表11-2 米生産の換算費用(100kg当り)の動向 

  1960 年  1980 年  2000 年

  名目費用 (円) 

   うち労働費 

   それ以外の費用 

  3,960 

  1,980 

  1,980

 26,240 

 10,770 

 15,470

 24,530 

  9,850 

 14,680

  稲作労働時間 (時間) 

①農産物生産者価格指数

   38.6 

   22.5 

   13.2 

   97.3 

    6.3 

   100.0 

①による換算費用 (円)   17,600   26,970   24,530 

注：1) ここでの「名目費用」とは、物価変動を考慮に入れない 

統計上の費用の原数値を意味する。 

2) 農産物生産者価格指数は、2000年を100とした。 

    資料 ：農林水産省編「米及び麦類の生産費」、及び農林水産省「農村物

価統計調査」により作成。 

 

   

図11-1　米生産の費用（名目）の推移
―100kg当たり―
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図11-2　農産物生産者価格指数による米の
        換算費用の推移 ―100kg当り―
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 この点に関して、かつて次のような見解を、あるマルクス経済学者が著書

の中で提示していた記憶がある(記載内容は記憶しているが、残念ながら著者

や文献名は正確には記憶していない。その文献を読んだのは、今から約30～

40年前のことである)。「農業技術進歩によって、農産物の生産費は本来、大

きく減少しているはずである。しかし、現実には物価変動を勘案しても(物価

指数によって農産物の生産費を換算し、物価の影響を除去しても)、農産物生

産費が低下せず、むしろ上昇傾向を示しているのは、農業生産資材を供給す

る独占企業が高い独占価格で農家に生産資材を販売するためである。したが

って、農産物の生産費は、農業技術進歩にも関わらず低下せず、むしろ上昇

する傾向を示す。」という趣旨の論述である。 

この論旨の背景には、二つの仮説がある。第一の仮説は、物価変動を除去

した費用の動向は、農業技術進歩による生産費の低下傾向を示すはずである

というものである。第二の仮説は、農業生産資材を供給する企業は独占企業

であり、独占価格を形成しているという仮説である。本書では、この中の第

一の仮説が正しいものであるかどうかを、次項で検討する。第二の仮説は論

理的なものではなく、現象の実態把握に関する問題であるため、ここではそ

の是非については触れない。 
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第 3 節 物価指数による換算費用の問題点 
 

 物価変動を除去した費用、すなわち物価指数による換算費用の動向は、農

業技術進歩による生産費の低下傾向を正しく反映するといえるであろうか。

ここではその点に焦点を当てて、物価指数のもつ意味を吟味したい。 

 物価指数は、いうまでもなく純粋に価格の変化を意味するものであって、

それ以上のものでも以下でもない。物価の変動は、技術の進歩による生産費

の低下だけで生じるものではないことはいうまでもない。物価変動要因は多

様である。大別すると、次の三つに分けられる。第一に流通する貨幣の量、

第二に需要の変化要因、第三に供給の変化要因である。流通する貨幣の量は

金融政策によって変化し、流通量が多くなれば、商品の名目的価格は上昇し、

少なくなれば下降する(ただし、商品量を一定とする)。第二及び第三の要因

に関していえば、物価は、資本主義社会の自由競争市場にあっては、商品の

需要と供給の関係によって決まる。したがって、物価は需要と供給に影響を

与える諸要因の動きによって変化する。 

 需要に影響を与える大きな要因は、人口の増減や経済発展に伴う人間の欲

求の変化である。他方、供給に影響を与える大きな要因は、生産条件の変化

である。たとえば、資源の枯渇がある。石油資源が少なくなれば、石油価格

は上昇し、農業機械の燃料費等も増加することになる。また、農産物の場合

は気象条件の変化によって、生産量は大きく左右され、価格の変動を引き起

こす。さらには技術進歩による労働生産性の向上や土地生産性の向上等があ

り、それらは生産費の低減をもたらし、価格を低下させる要因となる。 

 以上のことから、物価指数によって、農産物の生産費を換算したとしても、

そこには農業の技術進歩による生産費の低下傾向が、即、浮かび上がってく

るものではない。物価変動は、技術進歩による生産費の低下の影響だけでは

なく、それ以外の多様な諸要因が複雑にからみあって形成されているからで

ある。したがって、米生産の費用を物価指数で換算したときの前述の結果

(1960年から1980年にかけて、米100kg当りの投下労働時間は大幅に減少し

ているにも関わらず、物価の影響を除去した換算費用は上昇している)にみら

れるような、技術進歩と相反する生産費の動向がみられる場合も生じ得ると

いえよう。 
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 それでは、どのようにすれば、技術進歩による農産物の生産費の低下傾向

を、経済的に把握することが出来るのであろうか。その点を、次節で考察す

る。 

 

第 4節 農業技術進歩の経済的評価方法 
 

 農業の技術進歩による生産費の低下傾向を、物価指数によって把握するこ

とは、前述の理由から不可能である。それでは、どのようにしてその把握が

可能になるであろうか。農業の技術進歩が農産物の経済的価値に与える影響

を、原点に立ち返って考える必要がある。農産物に限らず、商品の価値は本

来、投下労働量(労働時間)によって規定される。ここでいう投下労働量は、

商品生産に要する「生きた労働量」だけではなく、その商品生産に用いた生

産資材(たとえば、農産物の場合は農業機械や肥料、農薬、種子等)の生産及

び調達に要した「過去労働量」を含んだところの「総投下労働量」である。 

 技術進歩の経済的効果は、より少ない投下労働量で商品を生産することが

出来るようになることを意味する。すなわち、商品価値の低下となって経済

効果は現れる。商品の価値は、「総投下労働量(労働時間)」に「単位投下労働

量(1 時間)当りの価値額(労賃ではなく、労賃に剰余価値を加えた価値額。い

わゆる付加価値額)」を乗じた貨幣額で表示される。したがって、ある商品の

技術進歩による経済的効果を把握するためには、その商品生産に要した総投

下労働量の変化の把握と、評価時点の単位投下労働量当りの価値額(これを本

稿では「単位労働価値額」と呼ぶ)を把握すれば良いことになる。以上の点を、

具体的に数式で示すと、以下のようになる。 

 商品の価値 = 総投下労働時間(生きた労働時間+過去労働時間) × 投下労

働1時間当り価値額(単位労働価値額)……① 

 上記の式の中で、「生きた労働時間」の把握は容易であるが、生産資材の生

産・調達に要した「過去の労働時間」の把握や評価時点の「投下労働1時間

当りの価値額(単位労働価値額)」の把握は困難である。以下、それらの推定

方法について次節で検討する。 
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第 5節 単位労働価値額の算出とその推移 
   

前節の①式について、表11-2の米生産の費用を例にとって、現時点で明ら

かな点と不明な点を明示してみる。2000年のデータで見る。まず、明らかな

点は稲作労働時間(生きた労働時間)である。これは、米100kg当り6.3時間で

ある。しかし、稲作の生産資材の生産及び調達に要した「過去労働時間」は

不明である。また、投下労働 1 時間当りの価値額(単位労働価値額)も不明で

ある。 

 人間労働はみな平等であり、商品の価値は社会的平均的労働時間によって

規定されるということからすれば、同一時点に於ける単位労働価値額は一定

である。したがって、一国を同一経済圏とすれば、我が国の2000年時点に於

ける単位労働価値額は、同年の国内総生産額(総付加価値額)を国内総労働時

間で除すことによって算出される。 

また、稲作の生産資材の生産に要した「過去労働時間」は、稲作の生産資

材費(すなわち、労働費以外の費用)を上述の「単位労働価値額」で除すこと

によって求めることが出来る。 
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 表11-3 単位労働価値額 

  1960 年  1980 年  2000 年  

① 国内総生産(10億円) 

② 全就業人口(万人) 

③ 就業者1人当り       

年平均労働時間(時間) 

  15,487 

   4,436 

 

   2,378 

 209,192

   5,536

 

   2,106 

 502,783  

6,446 

 

   1,865 

④ 国内総労働時間(10億時間) 

⑤ 単位労働価値額(円／時間) 

   単位労働価値額の指数 

   105.5 

     147

     3.5 

   116.6 

   1,794

    43.0 

   120.2  

   4,183 

   100.0 

注：1) ④の国内総労働時間は、②に③を乗じて算出した。 

2) ⑤の単位労働価値額は、①を④で除して算出した。 

3) 単位労働価値額の指数は、2000年を100とした。1960年の 

「就業者1人当り年平均労働時間」は推定値(1970年及び 

1980年の数値から直線回帰式で求めた)である。 

    資料： 経済企画庁編「国民経済計算年俸」、総務庁統計局編「労働力 

   調査年報」、及び厚生省編「毎月勤労統計調査年報」により作成。 

 

以上の点をふまえて、表11-3に単位労働価値額の算出に必要な統計データ

と、その算出結果の推移を示した。単位労働価値額(投下労働1時間当り価値

額)は、1960 年には 147 円にすぎなかったが、1980 年には 1,794 円、2000 年

には4,183円へと大きく上昇している。なお、この場合の単位労働価値額は、

前述のように投下労働1時間当りの労賃とは異なる。 

労働力の価値(労賃)だけではなく、剰余価値(利潤や地代、利子等)を含めた

付加価値の労働1時間当りの生産額を意味する。したがって、2000年次の米

生産費調査結果を例にとると、米生産の投下労働 1 時間当りの賃金は 1,555

円(9,850 円／6.34 時間)とみなされるが、剰余価値を含めると 4,183 円と試算

されるという意味である。いいかえれば、それだけの社会的価値を生み出し

ているとみなし得る。 

 次に、この単位労働価値額をもって、米生産(100kg当り)の過去労働時間を

算出し、さらに米の換算生産費を次節で試算する。 
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第 6節 単位労働価値額による米の換算生産費とその推移 
                    

表11-4に、前節で求めた単位労働価値額で、米生産の労働費以外の費用を

除すことによって、米生産(100kg 当り)の過去労働時間(稲作の生産資材の生

産及び調達に要した労働時間)を試算した結果を示した。それによると、1960

年には13.5時間、1980年には8.6時間、2000年には3.5時間と、着実に減少

している。その過去労働時間に、生きた労働時間(稲作労働時間)を加えた総

労働時間は、各々、52.1時間、21.8時間、9.8時間となり、稲作技術の進歩に

よって、米生産(100kg当り)の総労働時間が大幅に減少していることがわかる。 

この総労働時間に 2000 年の単位労働価値額(4,183 円)を乗じることによっ

て、米 100kg 当りの換算生産費を求め、表 11-4 及び図 11-3 に示した。すな

わち、1960年は216,000円、1980年は91,200円、2000年には41,000円へと

大きく減少している。1960年の換算生産費を100とすれば、1980年には42.2

になり，2000 年には 19.0 へと、この 40 年間に米生産費は 1/5 に減少してい

る。それはいうまでもなく、稲作技術の進歩を表しているといえよう。 

 
表11-4 米生産の換算生産費(100kg当り) 

                ―単位労働価値額の指数による換算生産費― 

 1960 年 1980 年 2000 年 

  費 用    (円) 

     うち労働費 

     それ以外の費用 

  3,960 

  1,980 

  1,980 

  26,240

  10,770

 15,470 

 24,530

  9,850 

14,680 

   稲作労働時間(時間) 

 ①過去労働時間の推計値 

 ② 米生産の総労働時間 

   38.6 

   13.5 

52.1 

   13.2 

    8.6 

 21.8 

    6.3 

    3.5 

9.8 

 ③米の換算生産費(円) 

上記の指数(1960年を基準) 

 216,000 

  100.0 

  91,200

   42.2 

 41,000

   19.0 

  注1) ①の数値は、表11-2の「それ(労働費)以外の費用」の各年次の数値を、

表11-3の該当年次の「単位労働価値額」で除して算出した。     
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    2) ③の数値は、②の数値に、表11-3の「2000年の単位労働価値額(4,138

円／時)」を乗じて算出した。 

   

図11-3 単位労働価値額指数による米の換
      算生産費の推移 ―100kg当たり―
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なお、ここでいう生産費は、米生産や生産資材の生産・調達に要した「労

働力の価値」(いわゆる労賃)と、それらの「剰余価値」(労賃以外の付加価値)

を加えたものを意味する。  

 
第 7節 むすび 
 
本章では、技術進歩による農産物生産費の低下傾向を明示的にとらえるこ

との出来る方法を明らかにすること、及びその適用事例として米の生産費を

取り上げ、長期にわたる経年的低下傾向を明示することであった。 

  その検討結果は、以下の四点に整理される。 

1) 従来、物価指数によって過去の農産物の生産費を、評価時点の物価水準に

換算して比較する方法がみられたが、その方法は適切ではない。なぜなら、

物価変動要因は多様であり、「流通する貨幣の量」や「技術進歩による生産費

の低下」要因にとどまらず、需要や供給の変化を引き起こす他の多くの要因

によって物価は変動するからである。実際に、過去 40 年間(1960～2000 年)

にわたる米の生産費を、物価指数(農産物生産者価格指数)で2000年の水準に

換算して比較しても、稲作技術進歩による稲作労働時間の大幅な減少に関わ

らず、1960年から1980年にかけての換算費用は増加していた。 
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2) ある商品の技術進歩による経済的効果を把握するためには、その商品生産

に要した総投下労働量の変化の把握と、評価時点の単位投下労働量当りの価

値額(これを本稿では「単位労働価値額」と呼ぶ)を把握すれば良いことを明

らかにした。それを数式で示すと、以下のようになる。 

 商品の価値 = 総投下労働時間(生きた労働時間 + 過去労働時間) × 投下

労働1時間当り価値額(単位労働価値額)……① 

 上記の式の中の「生きた労働時間」とは、該当商品の生産労働時間であり、

「過去労働時間」とは、該当商品の生産資材の生産及び調達に要した労働時

間の意である。 

3) 上記の式の中の「投下労働 1 時間当りの価値額(単位労働価値額)」の把握

は、評価時点(年次)の国内総生産額(総付加価値額)を国内総労働時間で除すこ

とによって得られる。一国の経済圏内では、人間労働の価値は同一とみなし

得るからである。 

 米の生産費を事例として取り上げるとき、「生きた労働時間」は統計データ

より直接得られる。しかし、米の生産資材の生産に要する「過去労働時間」

は不明である。ただし、米生産に要する「労働費」と、「それ以外の費用」と

いう形で、生産資材の費用を把握することは出来る。そこで、生産資材の費

用となる「それ以外の費用」を「単位労働価値額」で除すことによって、過

去労働時間を求めることが出来る。 

4) 以上の方法によって、米生産(100kg当り)の過去労働時間を試算した結果、

1960年は13.5時間、1980年には8.6時間、2000年には3.5時間と着実に減少

している。それに各年次の「生きた労働時間」を加算し、各年次の米生産に

要した「総労働時間」を算出した。さらにその総労働時間に2000年次の単位

労働価値額を乗ずることによって、評価基準年次の米の換算生産費を求めた。

それによると、1960 年は 216,000 円、1980 年は 91,200 円、2000 年は 41,000

円と大きく減少し、稲作の技術進歩による生産費低減効果が明瞭にみられた。 
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あとがき 
 
 はしがきで地代論へ取り組むようになった私の動機について書いたが、終

わるに当って、価値論による実態分析へ私が踏み込むようになった契機につ

いて付記する。 

終章(第11章)の労働価値論を援用した「農業技術進歩の経済的評価」への

取り組みのきっかけは、今から約25年前、私が農林水産省の技術会議事務局

に勤務していたときにある。そのとき、上司から「米、牛乳、肉牛の生産コ

ストが農業技術開発により低減していることを証明するデータがほしい。そ

れを至急作成するように」との指示があった。行政改革による削減の波が農

業試験研究分野へも押し寄せていた折、その波を少しでも押し返そうと当局

では試験研究の成果を行政側にアピールするための資料作りを急いでいた。 

過去30年間の生産費のデータをとり、その推移を見ると、物価上昇の影響

によりそれらの農産物の生産費は低下どころか上昇傾向を示している。そこ

で、物価指数により物価変動を除去した実質的生産費の動向をみたが、近年

はともかく長期的にはやはり低下傾向を示さず、上昇している。単位生産物

当り(1kg 当り)の生産労働時間は大幅な減少傾向を示しているにも関わらず、

である。本来的には労働時間の減少にみられるように技術開発により生産コ

ストは減少傾向を示すはずである。何とかいい算出方法はないかと思案した。 

当時、私は筑波(茨城県)から霞ヶ関(東京都)まで片道2時間かけて電車通勤

をしていた。帰りの満員電車の中で、吊り革につかまって、ゆらゆら揺れな

がらその方法を考えていた。私はマルクス経済学徒である。その労働価値学

説によると、価格(販売価格だけではなく生産費を含む)は基本的には価値で

規制され、その価値は労働時間によって決まる。そこで生産費も基本的には

生産に要した労働時間を把握すれば良い。統計データには「生きた労働時間

(農作業や家畜飼養の労働時間)」は記載されている。しかし、問題は統計デ

ータとして記載されていない「過去労働時間(農業用機械や肥料、飼料等を生

産するのに要した労働時間)」の把握をどのようにするか、である。そこで(通

勤電車の中で)思いついた方法が終章に記載した方法である。 

その方法によると、終章で取り上げた米生産費だけではなく、牛乳や肉牛

の生産費も明瞭に大幅な減少傾向を示していた。当時、上司へその説明をし
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たが、一般的な方法ではないからと、却下された。上司の判断はある意味で

正しい。私の算出方法は全く新しい方法であり、社会的に認知された方法で

はないからである。しかし、私自身にとっては納得のゆく方法である。そこ

で、その後、岐阜大学へ在職していた折、前述(はしがき)したように地域科

学部の研究報告を通して公表した。さらに広く本書で公開し、技術進歩の経

済的評価方法検討の際の参考に供したい。 

なお、第9～10章の剰余価値率の推移や空費の問題も、上記の作業を進め

る中で生まれた疑問への取り組みの結果である。というのは、農業技術進歩

の経済的評価の際、一般的な剰余価値率も算出し、その動向をみたが、増加

傾向がみられなかった。本来、技術開発により剰余価値率は増加傾向を示す

はずである。技術開発により生活手段を生産する労働時間は短縮され、一定

労働時間の中に占める必要労働時間(生活費を得る労働時間 = 労働力の価値 

= 賃金)の割合は短縮され、剰余労働時間(剰余価値 = 利潤)の割合は相対的

に増加する。したがって、剰余価値率(剰余労働時間／必要労働時間、または

剰余価値／労働力の価値)は増加するはずだからである。その点を、空費とい

う概念の導入や労働力の価値を一定とすることにより、内在的な剰余価値率

の増加傾向を浮き彫りにしたものが、第9～10章である。 

本書で取り上げた内容は、筆者の研究のバックボーンであり(筆者の専門分

野は畜産経営であり、その土台に本書で取り上げた経済学がある)、長年をか

けて一応納得のゆくものとなったので、引退を機にとりまとめて公表する次

第である。関係研究者の参考になれば幸甚である。 

 

2011年  晩秋 

                          小栗克之 
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「静岡学術出版 教養ブックス」の刊行にあたって 
 

本の世界も「少品種大量生産」から「多品種少量生産」の時代に！ 
 

 日本人にとって平安時代の昔から 21 世紀の現在にいたるまで、

本は「宝物」でした。そして「宝物」であるが故に、どこにでもい

る「あのひと」「おじょうさん」「おじさん」「おばさん」が著者で

あるのは好ましいことではありませんでした。 

以来 1000 年以上、日本では「本」が「本」でありさえすれば価

値を生じてきたと言えます。それは、大衆にとって乗用車が高級品

であった時代、それがどんな構造をしていようが、性能がどうだろ

うが、少なくとも前に進むものならありがたく購入させてもらうと

いうことに似ています。 

 しかし、西暦 2000 年前後で、ＩＴ、とりわけインターネットの

爆発的な普及によって読者が没個性の時代は終焉にむかいはじめ

ました。「チャット」に始まり「ブログ」「SNS」など、「普通の人」

が世界に対して情報を発信することが極めて容易になったことは

否定しようがありません。 

では、インターネットが本の完璧な代役になりうるのでしょう

か？それは無理です。これまでの本の世界は「ちょっとだけ有名で

すが才能の有無によらない作家や有名人が独占していた閉鎖的な

世界」だったといえます。それは産業分野における太古の「少品種

大量生産」に似ているのかもしれません。 

 しかし、21 世紀の今日、それはナンセンス。誰でも、簡単に正

式出版ができる世界。それが「自由の社会」。つまり「多品種少量

生産」を本の世界で実現することに他なりません。新しい「出版

SCM」の誕生です。静岡学術出版は「真に優れた本」を「あなたの

生きた証」を世の中に送り続けたいと願っています。 
 

2007 年４月    刊行者 井上春樹 
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