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A・スミスの再生産論
荒 川 繁
北海道教育大学釧路校社会科教育講座

Die Reproduktion von A・Smith
Shigeru ARAKAWA
Department ofSocialEducation，Kushiro Campus，Hokkaido University ofEducation

要 旨
「A・スミスは、商品生産一般を資本制的商品生産と同一視する」、「労働過程の相異なる諸要因が、初めから資本制的生
産時代の扮装で現れる」、そして「一つの結論は、商品価値が様々な種類の収入から構成される、またはこれらの収入に分
解される」。A・スミス再生産論批判の意味を、『資本論』第二部第二稿および第八稿で考察する。

「マニュファクチュア時代の包括的経済学者」としてマル

Ordersofthesociety．Thestationaryisdu‖；thedecJining

クスによって高く評価されたA・スミスの再生産論とは、

meJanch01y．pt81．；Ch．Ⅷ，b．1；OfthewagesofJabour．

いかなるものであったのであろうか。重商主義批判を掲げ、

An lnquiry into the Nature and Causes of the Wealth of

国民の富が労働によって生み出されると説いたA・スミス

Nations． Edwinn Cannan．1979．

は、「国民の富」the Wealth of Nationsが社会の進歩的状
態によって増大し、逆に停滞、後退状態では混迷すること

ではA・スミスにおいて柴本蓄積とともに拡大された商

を述べた。言わば、生産力、すなわち分業と熟練労働者を

品経済の流通過程はどのように論じられたのであろうか。
A・スミスは第二編第1章「貯えの分類について」で述

中心としたマニュファクチュア時代に、「資本capital」
（Stock）の増大により生産的労働者が増加し、地代、利潤

べる。「食料品、材料、完成品は、年々、または一年内外の

とともに賃金も増え、自然的に「国民富」が社会に行き渡

期間に、流動資本から規則的に引き出され、固定資本か、

ると考えた。

または直接消費用に留保される貯えにくみいれられる。ど

A・スミスは『諸国民の富』第一編第8章「労働の賃金
について」で、述べている。

の固定資本も、本来流動資本から引き出されるものである
とともに、流動資本によってたえず維持される必要がある。

「労働貧民すなわち民衆の大多数の状態がもっとも幸福

すべての有用な職業上の機械や用具は、もとは、それら

でもっとも快適であるように思われるのは、社会が富を十

のものがつくられる材料とそれらのものをつくる職人の生

分に獲得してしまったときよりも、むしろ富のいっそうの

活維持費とを供給する活動資本から引き出される。」27ペー

獲得にむけて前進しつつある進歩的状態においてであるこ

ジ、水田訳。Provisions，materials，andfinishedwork，

とは、おそらく述べておくに値するであろう。労働貧民の

a「e，e圧her annually，Orin a10nger O「Shorte「period，

状態は、社会が停滞状態にあるときはきびしく、衰退状態

reguIarIywithdrawnfromit，andplacedeitherjnthefixed
CaPitaIorin the stock reserved forimmediate
COnSumPtion． Every fixed capftaris both originaHy
derived from，and requires to be continualIy supported
by a circulating capital，Allusefullmachines and

にあるときはみじめである。実際には、進歩的状態こそ社
会のさまざまな階級のすべてにとって、楽しく心のあたた
まる状態なのである。停滞状態は活気に欠け、衰退状態は

憂鬱である。」ltdeserves to be remarked，Perhaps，

thatitisin the progressive state，WhiIe the societyis inst「uments of trade are originaHy derived from a
has acquiredits fullco「nplement of riches，that the

Circulating capital，Which furnishes the materials of
Which they are made，and the maintenance of the

COnditionoftheIabouring poor，Ofthegreatbodyofthe

WOrkmenwhomakethem．pp．266，267．；Ch．Ⅰ，b．2；Of

PeOPJe，SeemS tO be the happiest and the most

the Division ofStock．

advancing tothefurtheracquisition，ratherthanwhenit

COmfortable．Ltis hardin the stationary，and miserable

in the decrining state．The progressive stateisin

さらにA・スミスは第二編第2章で述べる。

reaIity「どの国の流通も、二つの異なる部門に分けて考えること
ができるのであって、つまり業者相互の流通と、業者と消

the cheerM and the hearty state to aJJthe different
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費者とのあいだの流通である。……さまざまな業者のあい

論』Ⅰ一Ⅱ編への経済学批判がいかなる理論的意義をもっ

だを流通する財貨の価値は、業者と消費者とのあいだを流

ていたのかを解明する」、「ケネーの経済表とスミス『国富

通する財貨の価値をけっして超えることができない

。とい

うのは業者が購買するものはすべて、結局は消費者に販売

論』Ⅰ−Ⅱ編……この両者がマルクス再生産論の想源であ
り」とされ、スミスでは「農・工分業を基礎にした固定・

されることになっているのだからである。」

流動資本範疇の相互連関が再生産過程を構成するという認

Thecirculationofeve「ycountrymaybeconsideredas

識」が事実上成立しており、また「スミス批判を媒介にす

dividedintotwo differentbranches；thecirculation ofthe

る再生産論成立」を第二部諸草稿Ⅰ、皿、Ⅷなどによって

dealers with one anothe「，and the circulation between

考察されている。宮川彰氏は『再生産論の基礎構造』（1993

the deaJers and the consumers．・・・・・・ The value of the

年、八朔社）で述べる。マルクスが晩年の第二部第八稿で

goods circuLated between the dLfferent dealers，neVer

A・スミスを高く評価し、言わばマルクス自身の価値分析

Can eXCeed the value of those circulated between the

がA・スミス商品論との格闘を介して大きく前進し、深まっ

dealers and the consumers；whateveris bought by the
dealers，being ultimately destined to be soJd to the

たと。
以下では、『資本論』第二部「資本の流通過程」が第一稿

COnSumerS．P．306．；Ch．Ⅱ，b．2；Ofmoneyconsidered
から第二稿をへてひとまず完成され、第八稿で再生産論が

as a particuLar branch of the genera［stock of the
SOCiety，Or Of the expence of maintaining the national

しあげられたと考え、第八稿でのA・スミス再生産論の意
味を探求せんとするものである。】）

CaPital．EdwinnCannan．1979．
I

A・スミス再生産論の特質をマルクスが『資本論』第二

l）第二部「資本の流通過程」第二稿 1−202（草稿

部「資本の流通過程」（第2、8稿）で批判した過程をたど

ページ）1867−70年。

1867年に『資本論』第一部、全六章が出版され、続いて

ることで考察してみよう。

第二部「資本の流通過程」第二、第三、第四稿が、1867−

水田洋氏は大内、松川訳『諸国民の富』1966年とは別に、
A・スミス『国富論』2001年を翻訳されその「解説」で述

70年に執筆された。A・スミスについては第一稿と同様に

べている。「この本を構成する五編は、理論・歴史・政策と

第三章で述べられる。しかし第三章表題は「流通と再生産」

いう社会科学の基本構成に分けて特徴づけることができる

から「流通過程および再生産過程の現実的諸条件」に変わ

と古くからいわれてきた。スミスは＝‥＝すべての人が多か

る。以下、ロシア語版第50巻MAPKClイ ヨH「EJIbC

れ少なかれ商人になるような、商業社会（農工商併立社会）

COt］HH EHH只，T．501981年をもとに検討する。こ

すなわち文明社会に到達しつつあるとみていた。そこで第

こで注意すべきはノート134「a）不変資本、可変資本お

一編では、分業による労働生産力に支えられた地主・資本

よび剰余価値の社会的流通」からA■スミスについて議論

家・労働者の三階級社会の構造が分析され、第二編ではそ

が始まるのであるが、それに先だってノート130−

の社会の存続、発展のための再生産構造が分析される。こ

132で「流通過程および再生産過程の現実的諸条件」の

れが理論編である。」「第二編の再生産論は、生産的労働の

検討が開始されていることである。この部分は後にエンゲ

定義に混乱があり、不変資本の欠落があるとはいえ、第一

ルスが第二部を編集したさい「第18章 緒論 1）研究

編で描かれた純粋商業社会の、存続の条件を示したもので

の対象、2）貨幣資本の役割」として用いられた。

あって第四編第九章の重農主義批判に通じるとともに・‥」。
「第2篇では、生産的労働論を中心とする資本蓄積論、再

第三章「流通過程および再生産過程の現実的諸条件」

生産論によって、ケネーの影響をみせつつ、資本主義社会

130 資本の直接的生産過程は労働＝価値増殖過程で

の運動法則を明らかにする。」「スミス」『大月 経済学辞典』

あり、商品生産物を結果とし、剰余価値の生産を規定的動

1979年。

機とする過程である。再生産過程は、この直接的生産過程

市原健志氏は、「『資本論』第2部第3篇第19、20章と第

を包括するのと同様に、本来的流通過程の両段階をも包括

2部第8稿（上）」、『商学論纂』第29巻第2号で「マルクス

する。すなわち資本の再生産過程は、周期的過程、一定期

は、ケネーの経済表を評価したうえでスミスの再生産論を

間ごとに絶えず新たに繰り返される過程として資本の回転

全面的に批判的に検討し、社会的再生産過程にかんするマ

を形成する総循環を包括する。

ルクス自身の再生産論の方法に関する叙述で終束するとい

この循環をG−W−P−W −G なる形態で考察して

う全体構想でスミスに関する部分を描こうとしたのではな

も、P−W −G−W−Pなる形態で考察しても、直接的

かろうか」と述べている。鈴木春二氏は「再生産論成立に

生産過程Pそのものは、つねにこの循環の一環をなすにす

おける『国富論』Ⅰ・Ⅱ編の意義（1）、（2）」『法政大学

ぎない 。一方の形態では、直接的生産過程が流通過程の媒

大学院紀要』8、13号、『再生産論の学説史的研究』（八朔
社1997年）で、「マルクス再生産論成立過程において『国富

過程の媒介として現象する。直接的生産過程の絶えざる更

介として現象し、他方の形態では、流通過程が直接的生産
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新、生産資本としての資本のたえざる再現は、どちらの場

産過程そのものの範囲ならびに剰余価値年率に及ぼす循環

合も流通過程における資本の諸転形によって条件づけられ

期間の、またその諸成分の様々なる比率の、影響が明らか

ている。他面、生産過程の絶えざる更新は、資本が流通部

にされた。

面で絶えず新たに成し遂げる諸転態の、すなわち資本の貨

でも第一章でも第二章でも問題となったのは、つねにた

幣資本および商品資本としての交互的出現の、条件である。

だ一つの個別的資本であり、社会的資本中の自立的な一部

ところで各個の資本が社会的総資本中の自立的な、いわ

分の運動である。だが個別的諸資本の諸循環は、互いに絡

ば個別的生命を与えられた、断片をなすにすぎないのは、

み合い、前提しあい、条件づけあうのであり、まさにこの

各個の資本家が資本家階級の個別的要素をなすにすぎない

絡み合いにおいて社会的総資本の運動を形成する。

のと同じである。社会的資本の運動は、この資本の自立的

単純な商品流通の場合に一商品の総姿態変換が、商品世

諸断片の諸運動すなわち個別的諸資本の諸回転の全体から

界の姿態変換系列の環として現象したように、131個別

成り立つ。個々の商品の姿態変換が、商品世界の姿態変換

的資本の姿態変換が社会的資本の姿態変換系列の環として

系列（商品流通）の一環であるのと同様に、個別資本の姿

現象する。しかし、単純な商品流通は必ずしも資本の流通

態変換、その回転は、社会的資本の循環における一環であ

を含まないのに、社会的資本の循環は、個々の資本の循環

る。
この総過程は、生産的消費（直接的生産過程）並びにこ

いまや社会的資本の成分としての個別的諸資本の流通過程

に属しない商品流通、資本を形成しない商品の流通を含む。

れを媒介する形態諸転化（資料的に見れば諸交換）を含む

（総体としてみれば再生産過程の形態）が、つまり社会的

のと同様に、個人的消費およびこれを媒介する形態諸転化

資本の流通過程が、考察されねばならぬ。

を含む。それは一方では、労働力ヘの可変資本の転態を、
ゆえに資本制的生産過程への労働力の合体を含む。ここで

続いて131から132まで「社会的総資本の成分とし

は労働者は自分の商品たる労働力の販売者として登場し、

て考察された貨幣資本」が検討されるが、133は空白で

資本家はその購買者として登場する。しかし他方では、商

あった。

品の販売のうちには労働者階級による商品の購買が、つま

こうして「社会的総資本の流通過程」の考察、再生産過

り彼等の個人的消費が含まれている。ここでは労働者は購

程の現実的諸条件、生産的消費（直接的生産過程）と労働

買者として、資本家は労働者への商品販売者として登場す

者階級の個人的消費、直接的生産過程と本来的流通過程と
の統一が、第三章で考察されることが述べられ、これに続

る。

いてA・スミス再生産論、その価値論が分析される。
商品資本の流通は剰余価値の流通を含み、ゆえに諸資本
家の個人的消費、剰余価値の消費を媒介する売買をも含む。
だから社会的資本への総括においてみた個別的諸資本の循

流通 a）個人的および社会的視点からの生産物価値の構成

環は、その全体性においてみれば、資本の流通ばかりでな

部分」

134「a）不変資本、可変資本および剰余価値の社会的

く、一般的な商品流通をも包括する。

資本制的生産過程の考察にさいし、生産物の価値は三つ

第一部では資本制的生産過程が、個別的事象ならびに再

の構成部分に分かれることが示された。第一は、生産過程

生産過程として分析された。剰余価値の生産および資本そ

で消費された生産手段の価値に等しい価値構成部分であり

のものの生産。資本が流通部面内で成し遂げる形態＝およ

（不変資本）、第二は、生産過程で用いられた労働力の価値

び質料変換は、そこに詳しく立ち入ることなく想定された。

（ふさわしい価格）に等しい価値部分であり、第三は、生

したがって資本家は一方では、その生産物をその価値で販

産過程自体で創られ、生産物に具現した剰余価値に等しい

売し、他方では、過程を新たに開始または間断なく続行す

価値部分である。

るための物象的生産手段を流通部面内で見出すものと想定

各個別資本は自己の流通において、総社会的資本の一部

された。第一部で詳論せざるをえなかった流通部面内の唯

分としてのみ機能する。その運動は、総社会的資本の他の

一の行為は、資本制的生産の基礎条件としての労働力の売

部分との社会的関連によってのみ規定されるのでない。全

買であった。

商品世界との関連で、さらに社会的消費過程、すなわち生

第二部第一章では、資本が循環中にとる様々な形態、お

産的消費および個人的消費を含む全社会的再生産過程との

よびこの循環そのものの様々なる形態が考察された。第一

関連で規定されるのである。例えば、500ポンドの生産資本

部での労働時間に流通時間が付け加わる。第二章では、資

の機能の結果である600ポンドの生産物価値は、貨幣に転化

本の循環が周期的なものとして、資本の回転として考察さ

せねばならない、つまり商品として販売されねばならない。

れた。一方では、資本の相異なる成分（固定資本および流

そして、次のことはこの商品の自然形態に依存する。すな

動資本）が時間を異にし様式を異にして諸形態の循環を遂

わち、それが生活手段として労働者または資本家の個人的

行することが明らかにされた。他方では、労働期間および

消費に入りこむのか、あるいは、生産によって完成された

流通期間の長さの相違を条件づける事情が研究された。生

または未完成の労働手段、生産原料として生産的消費には
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the farmer．These three parts seem eitherimmediately
Or ultimately to make up the whole pnce of corn．A

いり、それゆえ他の諸資本形成の素材的諸要素になるのか。
あらゆる個人的な労働者の労働日と同様に、社会的労働

fourth part，it may perhaps bethought．is necessaryfor

日も必要労働時間と剰余労働から成立っている。すなわち、

replacirlg the stock of the farmer，0r for compensating

その経過のうちに賃金が生産される労働時間とその経過の

［he wear and tear of hislabou「ing cattle，and othe「

うちに剰余価値が生産される労働時間である。ではどこに、

ins［ruments of husbandry．Butit must be considered

賃金や剰余価値の生産でなく、新しい生産手段を生産する

thatthepriceofany圧1StrumentOf husband「y，SuCh asa

ために必要な労働時間は残っているのか。つまりその年の

Iabouring horse，isitself made up of the same thTee

うちに消滅し、消費された不変資本を補填しなければなら

PartS；the rent oftheIand uponwhich heis reared，the

ないのである。

labouroftending and rea「ing him，and the profitsofthe

farmerwho advances both the rent ofthisland．and the

すでに第一部でも述べたようにA・スミスによれば、総
商品生産物を個人的資本家の視点からでなく社会的視点か

WageS Of thislabour．Though the p「lCe Of the corn，

らみるなら、不変資本を補填する生産物の価値部分は、主

therefore，mayPaythepriceasweIIasthemaintenance
Of the horse，the whoe price stillresoIvesitself either

観的な幻想のように完全になくなるのである。そして、彼
はこのドグマを自分の全後継者たちに言い残した。読者に

immediateIy or ultimatelyinto the same th「ee pa「ts of

解決されるべき問題の複雑さを説明するために、最初にA・

rent，labou「．and profit．p．50．ch．Ⅵ．b．Ⅰ；Of the

スミス自身の文章を引用しよう。

COmPOnentPartsof［hepriceofCorT［mOdities．

135 「どの社会でも、各商品の価格は、結局、これら
利潤（利子）と地代、これは剰余価値を構成する諸部分

三つの部分（すなわち、地代、利子を含む利潤、賃金）のど

れか一つ、または三つの全部に分解されるのであって、ど

の違った名称でしかない。かくしてA・スミスによる価格

の進歩した社会でも、これら三つの部分はすべて、多かれ

分析は、それの労賃（可変資本）十剰余価値への分解に、

少なかれ、ほとんど大部分の商品の価格中に成分として入

すなわち価格を構成する三つの部分は二つに帰する。彼が

り こむ」。Ineverysocietythepriceofeverycommodity

語り、そしてないものと考える第四の部分は、実際には生

finally resoIvesitseLfinto some one or other，Or allof

産物の第三の構成部分として、すなわち、その不変資本部

thosethree parts；andin everyimproved society，allthe 分だけ移された価値に等しい生産物の価値部分として現れ
three enter more orless，aS COmPOnent Pa「tS，into the る。
Priceofthefa「greate「partofcommodities．
かくして問題の説明にさいし、個別資本家の視点からは、
「例えば、穀物の価格で、一部分は土地所有者の地代を支

生産物価値は三つの部分に存在する。すなわち、消費され

払う。他の一部分は、穀物の生産に使用された労働者と役
畜の賃金および生計を支払い、第三の部分は借地農業者の

変資本を補填する価値部分（労賃）、最後に、剰余価値（利

利潤を支払う。（ここでA・スミスは無邪気に労働者と役畜

潤と土地地代）である。だが社会的な視点からはそうでは

た生産手段の価値を補填する価値部分（不変資本価値）、可

を同列に扱い、同様に彼らに賃金を支払う。）これら三つの

ない。各資本家にとって主観的に不変資本価値として思え

部分は、直接的にか究極的にか、穀物の全価格を構成する

たものは、他の人にはまさに二つの要素、労賃＋剰余価値

ように見える。

から構成されるものでしかない。

借地農業者の資本を補填するため、または彼の役畜その
他の農具の摩損を補填するために、第四の部分が必要と思

かくして、どの個別資本にとっても生産物価値はそれを

われるかもしれない。だが農具たとえば役馬の価格は、そ

構成する三つの部分に分けられる、つまり、不変資本価値

れ自身再び上述の三部分から成立っということである。す

＋可変資本価値（労賃）十剰余価値（利潤と地代）。だが社

なわち、その役馬が飼育される土地の地代と、それを世話

会資本にとっては、総生産物の価値は二つの部分にのみ分

し飼育する労働と、この土地の地代および労働の賃金の双

けられる。つまり、可変資本価値（労賃）＋剰余価値（利

方を前貸しする借地農業者の利潤である。だから穀物の価

潤と地代）である。ではこれはどのようにして証明される

格は馬の価格ならびに維持費を補填しうるとはいえ、しか

のか。
「このことは†賃金＋利潤＋地代、あるいは労賃＋剰余価

も全価格は常に、直接的にか究極的にか、地代、賃金、利
潤という同じ三つの部分に分解される」。第一編第6章「諸

値への生産物価値の分解）、個々にとりあげたどんな特定商

品についてもあてはまるのだから、あらゆる国の土地およ

商品の価格の構成部分について」。
In the price of co「n，fo「exampIe，One Part PayS the

び労働の年々の生産物全体を構成するすべての商品をとっ

rent of theland10「d，anOther pays the wages or

てみても、あてはまるに違いない。この年々の生産物の全

maintenance of thelabou「e「s andlabou「ing cattle

価格または交換価値は、同じ三一っの部分に分ノ解されねばな

employedinproducingit，andthethirdpaystheprofitof

らず、またその国のいろいろの住民の間に、彼等の労働の
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賃金か、彼等の資財の利潤か、あるいは彼等の土地の地代

かの個別資本、それゆえ個別生産物の考察で生じなくても、

か、そのいずれかとして、分配されねばならないのである。」

それでもおそらく「結局」それは正しいのである。だがこ

第二編芦章「社会の総資財の特殊部門と考えられる貨幣に

の賃金＋剰余価値への商品価値の「究極的」分解は、全く

ついて。すなわち、国民資本の維持費について」。

根拠のない前提である。

Since thisis the case，it has been observed，With
regard to everyparticularcommodity，taken separately；

この134から136では、A・スミス再生産論の課題

it must be sowith regard to aIIthe commodities which
COmPOSe the whole annualproduce of theland and

が示される。すなわち必要労働と剰余労働からなる社会的

labour of every country，taken complexly．The whole

生産手段、不変資本の価値がどのように補填されるのかで

労働日のうちに、賃金や剰余価値だけでなく、消耗された

P「ice or exchangeabIe value of that annuaIproduce，

ある。全後継者に残したA・スミスのドグマによれば、個

must resoIveitseIfinto the same three parts，and be

人的視点ではなく社会的視点から総商品生産物をみれば不

parcelled out among the different inhabitants of the
変資本を補填する価値部分は消えてしまうのである。生産
COUntry，either as thewages o†theirlabour，the profits物の価値は個別資本の視点からC＋Ⅴ＋Mであるが、社会
Oftheirstock，Ortherentoftheirland．p．270．ch．2．b．
的資本の視点からV＋Mに分解されるのである。次に別の
II；Of money considered as a particular b「anch of the

general stock of the society, or of the expence of
maintainlngthenationaIcaptal．

面から価値分析が考察される。
137 今度はイ酪値分析を別の面からみてみよう。全商
品の価格は、賃金十利潤（利子を含む）十地代に、すなわ

そこで、あらゆる個別資本の視点から生産物の価値（ふ

ち賃金＋剰余価値に分解される。賃金に等しい商品生産物

さわしい価格）は、C＋Ⅴ＋m に分解されるが、社会的

の価格成分は、商品形態で存在する可変資本にすぎない。

資本の視点から年総生産物の価値（ふさわしい価格）は、

それは労働力の購買にさいし、資本家によって前貸しされ

Ⅴ＋mに分解される。このことが起こるのは、けだし、あ

るものであり、労働者によって彼の貸金として消費される。

らゆる個別資本にとって商品生産物の価値はv＋mに分解

商品生産物のこの部分は、可変資本としてつねに新たに前

され、社会的商品量の価値は、それが構成される個々の商

貸しされるために、可変資本を補填するのである。商品価

品価値の総計に等しいからである。

格は、構成的に賃金十剰余価値に、すなわち可変資本＋剰

あそらくA・スミスは、社会的商品価値あるいは社会の

余価値に等しい。剰余価値は前貸しされた資本のいかなる

総資本によって生産された年商晶価値が、いかにして個別

部分も、いかなる前貸し資本部分も構成しない。むしろ、

的商品価値、すなわち個人的資本家の商品生産物として現

この新しい価値生産物は、前貸しされた資本価値を超える

れるのかを示さなければならない。どの個人的資本家に

剰余として生産されたものである。
社会的視点からすれば、前貸しされた全資本は直接的に

とっても存在する価値構成部分が、いかにしてこれらの資
本家の総計をみるやいなや存在しないのか（むしろ消えて

か、あるいはとどのつまり可変資本に、すなわち労働力の

しまう）、すなわち、いかにしてそれが、社会的資本の視点

購買に、あるいは賃金に使用される資本に帰着する。これ
はスミス的価格分析の不可欠な手段である。実際には、こ

からは消えてしまうのかを示さねばならないのである。
彼はこんどは逆に想定することで、すなわち社会的資本

れはただ次のことの別の表現でしかない。彼は率直に述べ

の視点からみると消えてしまう価値の構成部分は、個人的

る、第四の部分、すなわち生産手段に支出された部分は、

資本家の視点からも存在しないとすることで、これを証明

主観的にのみ（個人的な資本家の視点からのみ）諸商品の

する。A・スミスは、商品価値の社会的成分と個別的成分

価値構成部分を形成する。だが社会的見地ではそうではな

のあいだに現実的あるいは外見上の違いがあると想定する

い。それゆえ、諸商品には不変資本価値は独自の価格構成

ことを、初めから否定する。反対に彼は述べる。どの個人

要素として含まれていない、それゆえ、それらの生産には

的資本家にとっても正しいことは、後者の総計にとっても、

不変資本価値は、資本部分として前貸しされないのである。

すなわち社会的資本にとっても正しくなければならないの

A・スミスは明確に述べる。「ある国の土地および労働の

であると。ここからすぐに、次のことが導出されねばなら
ないのだが、すなわち個人的資本家にとって生産物の不変

年々の生産物のなかで資本を回収する部分は、生産的な人

価値部分が存在する以上、それは社会的総資本にとっても

手以外の者を扶養するために直接に使用されることが決し

存在すると。
136 A・スミスによる生産物価値の賃金＋剰余価値

てない。それは生産的労働者の賃金だけを支払う。……人
が資本として使用する部分が彼の資財のおよそどのような

への分解は、かれの無思慮な表象であるが、その作成者は

部分であろうと、彼はつねにそれが利潤を伴って自分の手

次のようにして自分を落ち着かせる。もし、そのような価

元に回収されることを期待している。それゆえ、彼はそれ

値の分解が「直接」起こらなかったら、すなわち、なんら

を生産的な人手だけを扶養するのに使用するのであって、
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人手の収入を形成する。」第二編第3章「資本の蓄積につ

the profititisimmediateJy empIoyed as a capital，is
COnSumedin the same manner，and nearIyln the same

いて、すなわち、生産的および不生産的労働について」。

timet00，but byadifferent set of people，bylabourers，

それは彼にたいして資本と」て機能したあとで、これらの

ThafpartoftheannuaIp「oduceofthelandandlabour

manufacturers，and artificers，Who「e−PrOduce with a

Of any count「y vvhich replaces a capital，neVeris

PrOfit the value of their annuaIconsumption．1bid．，

immediateLy emp10yed to maintain any but produc［ive

P．321．

hands．1tpaysthevvagesofproductivelabouronLy．・・

すでに『資本論」］第一部で述べたように2）、A・スミス

Whateverpa「tof his stocka man employsasa capital．

は生産的労働による消費−それによって毎年の生産的富

healwaysexpectsistobereplacedtohimwithaprofit．

の追加部分が資本として機能し、それゆえ資本として蓄積

He employsit，therefore，in maintaining productiveされる−と生産的労働者による富の消費を混同する。こ
hands only；and after having servedin the function of a

の結ノ果、すべての蓄積は可変資本の追加的充用に転化され

CaPitalto him，itconstitutesarevenuetothem．p．316．

る。この理解は、しかるにスミスの前提と完全に一致する

Ch．Ⅲ．b．皿；Of the accumuIation of capital，Or Of

のであり、全前貸し資本は、社会的見地からして、直接的

PrOductiveandunproductivelabour．

にあるいはとどのつまり前貸し可変資本であり、社会的資
本は、その総計でみれば総じて可変資本からのみ構成され
るのである。

換言すれば、すべての前貸しされた社会的資本は可変資
本から、次の価値総額から構成されているのである。それ

138 リカードは、A・スミスの蓄積論を殆ど言葉ど

は、資本家がそれで労働力を購入する時にのみ、資本家に
とって資本の機能を果たすのであり、後に、生産的労働者

おりに再生産する。

の収入に転化され、彼らによって必要な生活財の購入に使

「一国の生産物は、すべて消費されるということには誰で

用される。A・スミスは、資本の蓄積を考察する章で、こ

も同意するに違いないが、しかし、それが別のイ剛直を再生

のことに注目する。スミスによれば、資本の前貸しは、現

産する人々によって消費されるか、あるいはそれを再生産

実には可変資本の前貸しからのみ構成されるのであるから、

しない人々によって消費されるかによって、ほとんど想像

現実に蓄積は、毎年の生産的富の追加部分に可変資本

しえないほどの大きな相違が生じる。収入が貯蓄されて資

に転化されるか、あるいは賃金に支出される−この資本

本に追加されるというとき、その意味するところは、収入

を帰着させるのである。

のうち資本に追加される……部分が、不生産的労働者に

「年々に貯蓄されるものは、年々に消費されるものと同じ

よってではなく、生産的労働者によって消費される、とい

く規則的に、しかもそれとほぼときを同じくして消費され

うことである。」第8章「課税」、リカード『経済学と課税

はするが、それは異なった一群の人々によって消費される

の原理』第三版、1821年。

のである。すなわち、富者が年々に消費するその収入部分

It must be understood that all the productions of a
COuntry are COnSumed；butit makes the greatest
difference imaginable whether they are consumed by
thosewhoreproduce，Orbythosewhodonotreproduce

は、たいていのばあい怠惰な客人や召使によって消費され
るのであって、かれらは自分たちが消費するのと引換えに
一物をもそのあとにのこさない。
ところがこの人が年々に貯蓄する部分は、利潤をえるた

anothervalue．Whenwe saythat revenueis saved，and

めにただちに資本として使用されるのであるから、同じよ

added to capital，What we meanis．that the portion of

うなしかたで、しかもそれとほぼ時を同じくして消費され

revenue，SOSaidtobeaddedtocapital，isconsumedby

はするが、異なった一群の人々、つまり労働者、製造工（農

PrOductiveinstead of unproductive（aboure「s．p．151．

業労働者としての労働者と対比して工業労働者（マニュ

Ch．Ⅷ；On taXeS．On the principles of p01itical

ファクチャー））および工匠によって消費されるのであって、

economy，andtaxation．London1821．

これらの人々は、彼らの年々の消費物の価値を利潤ととも
実際にリカードは、商品価格が賃金＋剰余価値、あるい

に再生産するのである。」第二編3章。

What is annually saved Is as regLllarly consumed as

は可変資本＋剰余価値から形成されるというスミスの学説

Whatisannuallyspent，and near［yinthesametimet00；をすすんで受け入れた。彼がスミスと対立するのは次の点
butitis consumed by a diffe「ent set of people．That

である。1）剰余価値の構成部分。剰余価値の不可欠の諸

POrtjon of his revenue which a rich man a「lnually

要素から地代を除外する。2）現実的な進歩、彼は商品の

SPends，isin mostcasesconsumedbyidleguests，and

価値をこれらの諸部分に分解する。それゆえ、価値の大き

menialservants，Wholeave nothing behind themin

さが根本的な問題である。価値の構成諸部分の全総計量が

returnforthejrconsumption．

前提される。スミスは反対に（彼独自のより深遠な諸命題

Thatportionwhich heannuallysaves，aSforthesakeof

に反して）、賃金、利潤などが最初に前提され、この結果、
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価値の大きさが事後的に、それらの合成によって作り出さ

のである。

れるのである。

一言でいえば、年生産商品量の価値は、労働者たちの賃
金価値＋諸資本家階級の剰余価値に、つまり労働者階級の

「リカードは、全生産物が賃金と利潤だけに分解するだけ

収入＋資本家階級の収入に等しい。これら両収入の価値総

でなく、さらに一部分は固定資本の補填のために必要であ

額は、毎年生産された商品量の価値総額に等しい。一方の

ることを、忘れている。」（ラムジーが他の資本と区別して

イ剛直総額は他方の価値総額を補填する。それゆえ毎年生産

固定資本と呼ぶものは、私が不変資本と呼ぶもの、すなわ

された商品量は、収入として消費しつくされ、また消費さ

ち労働道具、生産原料と同じものである。）（ラムジー、『富

れる。

の分配に関する一論』Ramsay，An essay on the

ここから次の結論が導出される。社会より正確には、国

distribution of wealth．p．174．1836年）。

あるいは国家の総年生産物は、年収入に帰着する。すなわ

「価値は、1）最初から最後まで任意の商品に含まれてい

ち剰余価値総額に等しい資本家階級の収入と、年支払賃金

る全労働量に、2）労働の継続時間に、依存する。その間こ

総額に等しい労働者階級の収入である。かくして社会の全

の労働の一定の生産物部分は固定資本として存在した。す

年生産物は、その成員の年個人的消費にはいることができ

なわち、これが将来、商品量の増大を促進するにも拘わら

る。A・スミスは、彼の理論からうまれるこの必然的帰結

ず、それが労働者の維持手段を形成しない形態で存在し
た。」p．59．

ひきだすことはない。彼らは、これをセイやマカロックな

に反対する。独創的な思想家たちは決して馬鹿げた結論を

後者の意見は重要である。価値的にしろ、自然的にしろ、

どに任せる。

商品生産物量にはいっていく不変資本部分でさえ、あるい
は消費に予定された、または特に社会の年収を構成する不

137から139では、次のように展開される。生産手

変資本部分でさえ、一定の「生産時間」のあいだ不変資本

段に支出された部分は主観的にのみ（個人的資本家の視点

として機能する。一定の時間のあいだ不変資本として機能

でのみ）、諸商品の価値構成部分を形成する。だが社会的視

するこの「労働生産物部分」は、あたかも我々が個人的視

点ではそうではない。生産には不変資本価値は資本部分と

点からも社会的視点から問題をみていないかのようである。

して前貸しされないのである。すべての前貸しされた社会

この部分は絶えず再生産されねばならぬ。それゆえ、消費

資本は可変資本、生産的労働者の収入、からのみ構成され

に適した商品に転換される労働の一定の社会的生産物部分

るのである。
それゆえ、A・スミスによればすべての蓄積は可変資本

は、決まって不変資本として機能する。

の追加的充用に転化されるのであるが、この理解の前提に

139 商品価値の他の構成部分は（スミスの分析によれ

は生産的労働による消費と生産的労働者による消費の混同

ば）可変資本価値であり、それで資本家は労働力を購入し、

がある。リカードは、商品価格がⅤ十Mから形成されると

この結果それは労働者に賃金の形態で支払われる。実際に

いうスミスの学説を受け入れたが、ラムジーから、生産物

は、可変資本の価値ならびに自然形態は、つまり労働力が

の一部分が固定資本（不変資本）の補填に必要である批判

交換される現実の諸商品は（前貸しされる貨幣形態でない）、

された。
こうして次の結論が導出される。国家の総牛生産物は、

自然的にも、価値的にも労働者自身によって生産された商
品量の一部にすぎないのである。可変資本としてのその前

年収に帰着する。すなわち剰余価値総額に等しい資本家階

貸しは、資本制的生産過程に固有の現象形態にすぎない。

級の収入と年支払賃金総額に等しい労働者階級の収入であ

牛生産物のこの部分、あるいは牛生産物のこの価値部分は、

る。ゆえに社会の全牛生産物は、その成員の年個人的人的

労働力の周期的な成果であり、毎年、資本主義的生産過程

消費にはいりうるのである。

で労働力によって消費されるので、それは労働者の年収と
ユ39 A・スミスは、商品価格は賃金（可変資本）＋

みなされる。たとえ、それが資本家の手でいかなる前貸し
可変資本を形成しなくとも。それは労働者達が消費する必

剰余価値（賃金十利潤＋地代）に分解されるという自説へ

要生活手段等に分解される。

の引用で第二編第2章を始めた後で、続ける。

それゆえ、毎年、生産される社会的生産物の価値は可変

「この年々の生産物の全価格または交換価値は（「あらゆ

資本＋剰余価値、つまり賃金＋剰余価値に等しいのである

る国の土地および労働の年々の生産物全体を構成するすべ

から、この価値は非生産的に消費されるのであり、諸賢本

ての商品を総体的にとってみても」）、同じ三つの部分に分

家と労働者たちの個人的消費にはいる。年給賃金は労働者

解されなければならず（「労働の賃金か、彼等の資財の利潤

階級の年収入を形成し、その価値は年の経過のうちに同じ

か、彼等の土地の地代」）、また、その国のいろいろな住民

価値の年生産物部分として消費される。年総剰余価値は資

のあいだに、彼等の労働の賃金か、あるいは彼等の資財の

本家階級の年収入をなし、資本家階級はこの価値で毎年、

利潤か、あるいは彼等の土地の地代か、そのいずれかとし

剰余生産物をなす年商品生産物部分を購入して消費できる

て分配されなければならないのである。」第二編2章「社会
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有者の地代が現れる、けだし、地代は剰余価値部分を、そ

の総資財の特殊部門と考えられる貨幣について。すなわち
国民資本の維持費について」

してかかるものとして収入に分角牢される生産物価値部分を

Thewhole price orexchangeab［evaue ofthatannual

形成するからである。でもこの例では、収入はやはり収入

PrOduce，muSt reSOIveitselfinto the same three parts， には分解されないことが、また、このことは個々の土地所

and beparcelled outamong thedifferentinhabitants of

有者にとっても社会にとっても少しも正しくないことが示

the country，either as the wages of theirlabour，the

されねばならない。では、いかにしてこれが証明されるの

P「Ofitsoftheirstock，Ortherentoftheirland．

か。奇妙な混乱によって。

P．270．ch．Ⅱ．b．n；Of money considered as a
ParticuJarbranch ofthegeneralstockofthesociety、Or 140 第一のねじまげ。資本家（賃借地人）は建物、

Oftheexpenceofmaintainingthenationalcapitat．

その他のものを含む土地の運営に必要な全資本を供給する

と仮定しよう。彼が修理労働をおこない、総じて、消費さ
れた不変資本を補填し、彼の農具を整備し維持するために

それゆえ、全年生産物は諸収入に帰着し、しかるべく収
入の所有者たちによって消費されうるのである。自己の価

消費しなければならない生産物の価イ直部分は、彼によって

格論のこの正確な応用から、A・スミスは直ちに対立する

生産された剰余価値、あるいはかれの収入のいかなる部分

見解に移行する。移行は、不正確な例で、明らかな歪曲に

も構成しない。それは生産で消費された不変資本を補填す

よって妹介される。

る生産物の価値部分を構成する。

この場合、賃借地人、つまり農業資本家でなく、土地所

「たとえあらゆる国の土地と労働との年々の生産物の全
価値が、こうして、いろいろな住民のあいだに分けられ、

有者がこの不変資本部分を供給し、補填しなければならな

そして彼等の収入を構成するとしても、我々がある個人の

いという事情は、以下のことをいささかも変えるものでな

所有地において、総地代と純地代とを区別するように、あ

い。以前と同じように現在でも、これらの修理労働の支払

る大国のすべての住民の収入においても、我々は同様の区

のために消費されなければならないこの生産物の価値部分
は、剰余価値のいかなる部分も構成しないが、不変資本部

別をなしうる。
ある私人の所有地の総地代は、借地農業者によって支払

分を補填する構成部分を形成する。生産物のこの価値部分

われるすべてのものを含む。純地代は、地主によって、管

は地代の、すなわち剰余価値のいかなる部分も構成しない。

理費、修理費およびその他のあらゆる必要な諸費用を差引

（スミスは、地代を剰余価値の一部としてのみ考える。）

いたあとに残るもの、換言すれば、彼が自分の所有地をそ
こなうことなしに、直接の消費のために留保されうる自分

生産物のこの価値部分は外観上、地代に所属するだけで

の資財のうちに入れることができるものである。」

あるその結果、土地所有者の収入の一部分を形成する。な

But though the whole value of the a「lnUalproduce of

ぜなら、貸借地人はそれを直接に不変資本自身の補填に消

theland andlabour of every country Ls thus divided

費するかわりに、それを土地所有者に支払い、そして後者

among and constitutes a revenue to Its different

は貸借地人に代わって不変資本部分を補填するからである。

inhabitants；yet aSin the rent of a private estate we
distinguish betweenthegross rentandthe neatrent，SO
maywelikewiseintherevenueofaIltheinhabitantsofa

産物価値の一部を使うかいなかという事情は、絶対的に以

greatcount「y，

前のように収入を形成するものではなく、不変資本の補填

人物Aあるいは人物Bのいずれが、不変資本の補填に生
下のことを変えるものでない。つまり、この価値部分は以

The gross rent of a private estate comprehends

（フォンド）をなすのである。この不愉快な事実をA・ス

Whateveris paid by the farme「；the neat rent，What

ミスは次のようにして隠そうとする。彼は初めに貸借地人

remains free to theJandLord，after deducting the

に生産物価値のこの不変資本部分を土地所有者に支払うこ

expence of management，Of repairs．and allother

とを強いる、その後、土地所有者にそれを生産フォンドで

necessary charges；OrWhat，Without hurting his estate，更新することを提示する。すなわちA・スミスは土地所有
he can afford to placein his stock reserved fo「

者を貸借地人と結びつけて想定していないのである。もし

immediateconsumption．1bid．，PP．270，271．

賃借地人が仲間をもっており、建物等々の修繕で、消費さ
れた不変資本の補填のための生産物価値部分の一定部分を

かれに支払うなら、この結果、この価値部分は、はたして

A・スミスは年々の生産物の総価値を、賃金＋剰余価値
に、あるいは彼のいうように、賃金＋利潤＋地代へ導くこ

第三者にとっての収入あるいは剰余価値の一部分になるの

とで、社会の年々の総生産物をその年々の収入に、それゆ

であろうか。

え年のうちに消費されうる生産物に帰着させたあとで、「収

第二のねじまげ。だが、A・スミスはこのいい加減ない

入」という言葉の現実にはいささか不合理な操作の助けを
借りて、困難を切り抜けようとする。ここで個々の土地所

いわけに満足することなく、自己の地代から個々の土地所
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139および］＿40では、A・スミス自身の価格論から

有者をつくりだす他のすべての支出について語っている。
例えば、土地所有者は彼の地代を取り立てる資財管理人に

対立する見解への移行が不正確な例によって述べられる。

支払わなければならない。また彼の土地に抵当権を持つ資

土地所有者が、貸借地人に代わって不変資本を補填するこ

本家には利子を、国家には税金を支払わねばならない。こ

とが示される。スミスは、生産物の総価値を賃金＋利潤十

れら全てのことは、この善良な土地所有者の純地代からの

地代に導き、社会の総生産物を年々の収入に、それゆえ年

相当な控除をなす。しかしこのことは、彼に地代として支

のうちに消費される生産物に帰着させた後で、「収入」（総

払われる土地生産物の価値部分が、土地所有者、管理人、

収入、純収入）という言葉の力を借りて困難を切り抜けよ

債権者および国家によって、収入として消費される、ある

うとする。ここで個々の土地所有者の地代（総地代、純地

いは消費されうる剰余価値を形成するということを、いさ

代）が現れる、けだし地代は剰余価値部分を、そしてかか

さかも変えるものでない。最初にAが受取る剰余価値が、

るものとして収入に分解される生産物価値部分を形成する

彼のポケットにまるごと残らないで、B，C，D等と分配せ

からである。総生産物の価値は、不変資本の補填分＋可変

ざるをえないという事情は、この剰余価値の経済的本質と

資本＋剰余価値、純収入に等しいのである。

いかなる関係もない。つまり、それが生産物の価値構成部

140 A・スミスが敢えてしなかったことを、かれの

分をなし、収入を形成する以上にいかなる関係もない。

通俗化人たるセイが行う。すなわち、スミスの価格分析か
だがA・スミスは、こんどは元気よく次の説明にとりか

ら理論的帰結を引き出すのである。かれは明確に言う。社

かる。流動資本部分（彼はこれで固定資本の補填に必要な、

会的視点からは総収入と純収入のあいだに違いはない、ゆ

毎年生産される商品資本部分を意味している）は「社会の

えに全社会的生産物は諸収入に分解される。すなわち労働

純収入部分を構成する」、すなわち社会的視点からは、剰余

者には労賃として、資本化には利潤として、土地所有者に

価値あるいは賃金に分解されることはできない。けだし

は地代として、その全体が毎年、消費される。「こうしてす
べての生産物の総価値は、社会のうちに収入として分解さ

「個人または社会の固定資本を構成する機械や生産道具は、
総収入あるいは純収入の部分でないからである。」

れる。」『経済学概論』。Say，Trait畠d 畠conomiep01itique，
1817年。

as the machines andinstruments of trade，Which

141 それゆえ全商品の価値は、賃金＋剰余価値（賃

COmPOSethe fixed capitaleitherof anindividualorof a

SOCiety，make no parteitherofthegross orofthe neat

金十利潤＋地代）に分解され、これらの価値構成部分のい

revenueofeither．p．273．ch．2．b．Ⅲ；

ずれもが労働者、資本家、土地所有者の収入を形成する。

A・スミスが、不変資本を補填する価値部分として、そ

そして諸資本家の前貸可変資本は労働者たちの賃金に分解

れゆえ賃金や剰余価値、あるいはいかなるものであれ収入

され、この結果、諸収入に分解されるので、年々の社会的

には分解されない価値部分として、固定資本を補填する生

総生産物の価値は諸収入に分解され、したがって年の経過

産物の価値部分だけを分析するということは、ここでは全

のうちに消費されうるのである。価値の不変部分、生産で

く無関係である。生産物の価値部分は不変資本価値に分解

消費された生産手段の価値、不変資本をなす年々の生産物

され、賃金や剰余価値には分解されないという結論で十分

の価値部分について言えば、それは主観的な見地でのみ現

である。総収入と純収入との区別は、彼の価格分析と矛盾

れるのであり、資本家の個人的な視点でのみ正しいのであ

するこの結論を整えるためにのみ、すなわち自己の矛盾を

る。一方にとって不変資本、それゆえ総じて資本と思われ

自分自身で整えるためにのみ、スミスによって行われるの

るものは、実際には、他方にとっては収入である。これは、

である。

その時から俗流経済学においては到る所で見られた文句で

総収入、これは総商品生産物を表示するために全く無用

ある。

な文句である。この総商品生産物の価値が諸収入に分解さ

結局、個人的な資本家を考察するなら、生産された価値

れないということは、総収入の価値は純収入の価値よりも

生産物は賃金十剰余価値にのみ等しく、これらの資本家た

大きいという文句ですでに述べられている。もし、純収入

ちによって使用され、消費された価値を含む総生産物価値

のもとで剰余価値が念頭におかれているなら、これが意味

を補填しないし、年労働によって生産された生産手段の価

することは次のことである。すなわち総生産物の価値は、

値をも補填しない。他方、社会的な視点からみれば、毎年、

不変資本の補填に必要なもの＋可変資本＋剰余価値、純収

資本家階級が生産する価値は、生産物の総価値を、すなわ

入に等しい、に分解される。もし、生産物の如何なる部分

ちその年の社会的生産物で具体化された価値を、補填する。

が総じて諸収入に分解されるのかが話題になるなら、可変

それゆえ、彼は賃金＋剰余価イ直に等しい価値で、この生産

資本は労働者の収入に分解され、結局、生産物の価値は、

物を購入できるのである。
「収入のこの問題を十分に理解するためには、生産物の総

その生産で消耗した不変資本の価値＋収入（賃金＋剰余価
値に等しい）に分かれるということがわかる。

価値が違った人々の収入に分かれることを、考慮しなけれ
ばならない。というのは、どの生産物の総価値も、その生
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産物の産出に寄与した土地所有者、資本家および従業者の

るが、一言の科学的価値のある言葉も述べず、問題の解決

諸利潤から成立っているからである。（賃金はここでは『従

に少しも寄与していない。

バートンBarton，ラムジーRamsay，シェルビュリエ

業者の利潤』と呼ばれている）。だから社会の収入は生産さ
れた総価値に等しいのであり、エコノミスト一派の考えた

Cherbuliezは、スミスの見地を乗り越えようとする。しかし

ように、土地の純生産物だけに等しいのでない。」セイ、

彼らは失敗する、けだし様々な不変資本価値および可変資

『経済学概論』p．63．1817年、パリ。

本価値と様々な固定資本および流動資本との間に明確な境
界を設けることなく、初めから問題を間違って提起したか

この正当な、スミスの見地からは必然的な結論、だが明

らである。

確に不合理な結論にいたったスミスの価格分析は、おのず

結論、スミス的混乱は今日まで存続し、彼のドグマは経

から対立する見解を引き起こした。まさにスミスのドグマ
を基本とする人物、すなわちシュトルヒから、これに基づ

済学の教義の正統的信条をなしている。「価値の不変部分、

き定義されたどんな商品の価格分析も不可能であると述べ

生産で消費された生産手段の価値、不変資本をなす年々の

られた。「セー氏は主張する……ある国民の収入はその総

生産物の価値部分について言えば、それは主観的な見地で

生産物に等しい、すなわち生産費のための収入から何も残

のみ現れるのであり、資本家の個人的な視点でのみ正しい

らないと。 …・年生産物の価値が、資本と利潤とに分割さ

のである。一方にとって不変資本、それゆえ総じて資本と

れること、および、牛生産物の価値のこれらの各部分は、

思われるものは、実際には、他方にとっては収入である。」

国民がその資本を維持し、またその消費元本を更新するた
めに必要とする諸生産物を規則正しく購買することは、明

140および141では、スミス再生産論（価値論）の

らかである。」p．134−135．「セーは、総生産物を社会の収

検討を終えたのち、このスミスの教義が彼の後継者たちに

入とみなしている。それゆえ、社会はこの総生産物に等し

いかなる影響を及ぼしたのかが述べられる。社会的視点か

い価値を消費することができるのだと結論する。」p．145．

らは総収入と純収入のあいだに違いはない、不変資本をな

す価値部分は、資本家の個人的視点でのみ現れ、毎年、資

「一国民の純収入は、生産された価値のうち、セーが考え
ているような消費される価値の総計を超える超過分ではな

本家が生産する価値は生産物の総価値を補填する。一方に

く、生産のために消費された価値を超える超過分にすぎな

とっての不変資本は、他方にとっての収入である。この部

い。したがって、一国民が一年間にこの超過分全部を消費

分は克の138のリカードと併せてエンゲルスによって第

するとすれば、この国民は彼らの純収入全部を消費するの

二部第三編第19章3節「後継者たち」で利用された。

である。」p．146．「もし一国民の収入が資本のいかなる控

142 b）同一の規模での再生産 A）貨幣流通なし

除もなしに、その総生産物に等しいことを認めるならば（す

の叙述。

なわち不変資本、けだし可変資本価値は労働者によって賃

社会的資本、つまり総資本一個別的資本は総資本の断

金として、ゆえに収入として消費されるので）、この国民は
将来の収入を少しも害することなく、→年の生存物の全価

片をなすにすぎず、これらの断片の運動はその個別的運動

値を不生産的に消費しうる、ということを認めねばならな

であると同時に、総資本の運動の不可欠な環でもある一

い。」p．147．「一国民の資本を構成する部分は（すなわち不

の年々の機能をその成果において考察するならば、すなわ

変資本）、消費されえない。」p．150．シュトルヒ『国民所

ち社会が一年間に提供する商品生産物を考察するならば、

得の本性に関する諸考察j］。Storch，Considerationssurla

いかにして社会的資本の再生産過程がおこなわれるのか、

naturedurevenunational．パリ1824年。

いかなる性格がこの再生産過程を個別資本の再生産過程か
ら区別するのか、またいかなる性格が両者に共通するか、

それゆえシュトルヒによれば、一年の社会的生産物の価

が明らかになる。年生産物は、社会的生産物のうち消費元

値は、不変資本（生産手段）を補填する価値部分と賃金と

本に帰属し、労働者および資本家によって消費される諸部

剰余価値に分けられる他の価値部分とに分割される。しか

分と同様に、資本を補填する諸部分、すなわち生産、再生

し、いかにしてこの結論は、彼によって仕上げられたスミ

産をも含み、したがって個人的消費と同様に生産的消費を

ス的価格分析と一致するのか。それによれば全ての商品の

も含む。この消費はまた商品世界の再生産ならびに、資本

価格は、賃金十剰余価値に等しい、すなわちいかなる不変

家階級と労働者階級との再生産、すなわち維持を含み、従っ

資本部分も含んでいないのである。これを語ることを彼は

てまた総生産過程の資本制的性格の再生産をも含む。

忘れている。彼にはただ（セイの助けによって）、この価格
分析は馬鹿げた結論にいたることだけは、明白である。

分析しなければならないのは、明らかに第三の流通図式

W −G −W＋W −P−W であり、しかも我々の当面の

シスモンディSismondiは、資本の収入に対する関係の研
究に特殊的にかかわり、そして事実上、この関係の特殊的

目的のた捌こは、W の個々の構成諸部分の価値補填なら

公式化を自己の『新原理』の特殊的区別にしているのであ

びに素材補填の観点から分析しなければならない。今や、
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個々の資本の生産物価値の分析の場合のように個々の資本

ケネーの「経済表」が示しているのは、価値からみて一

家は、自分の資本の諸成分を自分の商品生産物の販売に

定の国民的生産の牛生産物が、いかにして単純再生産が行

よってまず貨幣に転態し、ついで生産諸要素の再購買に

なわれるように流通を通して分配されるのかである。生産

よって生産資本に再転形しうる、という前提では満足でき

期間の出発点をなすのは前年度の収穫であり、そして無数

ない。問題は、生産過程において消費される資本は、価値

の個別的流通行為が社会的な大量運動、機能的に規定され

から素材からみていかにして年々の生産物から補填される

た大きな経済的社会諸階級間の流通、において総括されて

か、この補填の運動は、資本家による剰余価値の消費およ

いる。
特に、総生産物中の→部分は、同時に、同じ現物形態で

び労働者による労賃の消費といかに絡み合うか、である。
だから、さしあたりの問題は同一の規模での再生産である。

再現する旧資本価値の担い手にすぎない。これは流通しな

生産物価値の一部分が資本に再転形し、他の一部分が資

いで生産者たる借地農業者階級の手にとどまり、そこで資

本家階級および労働者階級の個人的消費に入り込むという

本として再び機能する。牛生産物中のこの不変資本部分に

ということは、総資本の結果として生じた生産物価値その

ケネーは場所違いの要素をも含めているが、しかし彼は農

ものの内部での運動をなすのであって、この運動は、生産
物の価値補填であるばかりでなく質料補填であり、した

業をもって、人間労働の唯一の剰余価値生産的な投下部面、
したがって資本制的立場からはひとり現実に生産的な投資

がって、社会的生産物の価値諸成分間の相互比率によって

部面となす彼の視野の狭降さのおかげで、要点をつかんで

と同様に、その使用価値、その質料的姿態によっても制約

いる。経済的再生産過程は、農業ではつねに自然的再生産

されている。

過程と絡み合う。その封建的看板にも拘らず、重農主義体
系は資本制的生産の最初の体系的把握である。産業資本の

社会の年総生産物は、次の二大部門に分かれる。Ⅰ）消
費手段。資本家階級および労働者階級の個人的消費に入り

代表者である借地農業者階級が、全経済的運動を指導する。

込む形態をとる諸商品。Ⅱ）生産手段。生産的消費に入り

農耕は資本制的に経営される。資本制的借地農業者の企業

込むべき、また少なくとも入りこみうる形態をとる諸商品。

として大規模に経営され、土地の直接的耕作者は賃労働者
である。

142ではA・スミス再生産論の考察を終えたあと、社

再生産過程の分析におけるA・スミスの退歩が眼にあま

会的資本（総資本）の再生産過程、すなわち社会的生産物

るのは、しばしば重農主義的貢呉謬に逆戻りしていることで

の価値補填と素材補填が、いかにして生産的消費および個

ある。借地農業者が他のどの資本家よりも大きい価値を生

人的消費と絡み合うのか、再生産の現実的条件が提起され

産することを、第二編第5章「資本のさまざまの用途につ
いて」で述べる。

た。この部分は、エンゲルスによって第二部第20章「単純

「いかなる等量の資本も、借地農業者の資本以上に多量の

再生産」「第1節問題の提起」、「2節社会的生産の二大部

生産的労働を運動させない。彼の労働僕卑ばかりでなく、

門」で利用された。

彼の役畜もまた生産的労働者である。農耕においては、人

2）第二部第8稿1−71，76（草稿ページ）1880−

間と相並んで自然も労働する。……だから、農耕で就業さ
せられる労働者と役畜は、製造業における労働者のように、

81年。

『資本論』第一部独語第二版、同仏語版1畠73−75年刊行後、

彼等自身の消費に、または彼等を就業させる資本に等しい

『資本論』第二部「資本の流通過程」は第二稿1870年の仕

価値をその所有者たちの利潤とともに再生産するだけでな

上げに、すなわち第一章「資本の循環」、第五、六、七稿お

く、はるかに大きい価値の再生産をも生ぜしめる。彼らは、

よび第三章「社会的総資本の再生産と流通」、第八稿に取り

借地農業者の資本およびその全資本以上に、なお必ず、土

組んだ。

地所有者の地代の再生産をも生ぜしめる。地代は、自然詩

第Ⅷ稿は「ch．Ⅲ）b．打）」とのみ記され、マルクスによ

力、すなわちその使用を土地所有者が借地農業者に賃貸す

る表題づけはない。但しノートⅧ3には「Ⅰ）」、ノートⅧ

る自然諸力の産物とみなされる。

46には「先取り。Ⅱ）蓄積または拡大された規模での生

製造業では自然は何もせず、人間が一切をなす。そして

産」とある。そしてノートⅧ卜16は、エンゲルスによって

再生産はつねに、それを遂行する能困の力強さに比例する

第19章「対象についての従来の学説」で、Ⅷ16−50は第20

に違いない。だから農耕に投下された資本は、製造業に充

章「単純再生産」で、Ⅷ46−71は第21章「拡大再生産」

用されるいかなる同等量の資本と比べても、より多量の生

で利用された。そしてA・スミス再生産論（価値論）につ

産的労働を運動させるばかりでない。それはさらに、それ

いてはⅧ1−16で述べられている。以下では、エンゲルス

によって使用される生産的労働の分量に比して、一国の土

によって編集された第19章を、三つに分け、A・スミス

地および労働の牛生産物にたいし、その住民の現実の富お

再生産論の意味を考察してみよう。3）

よび収入にたいし、製造業に充用される資本の場合よりも
遥かに大きい価値を付加する」。

1

Ⅷ1r2「1）重農主義者I．die Physiokraten．」

Noequalcapitalputsintomotionagreaterquantityof
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荒 川

PrOductivelabour than that of the farme「．Not only his

動」なる言葉が、決定的区別として固定されていることで

labouring servants，but hislabouring cattle，are ある。
PrOductiveJabours．1n agricuJture t00 naturelabou「s
alongvvith man；‥■Thelabourers andlabouring cattle，

以上第8稿でA・スミスに先立ち重農主義者を検討した

therefore，emPloyedin agricultu「e，nOt OnIy occasion，のは、スミスへの影響である。重農主義者でも、農業生産
Jike［heworkmeninmanufactures，thereproduction ofaだけではなく、道具を使う加工業者も認められるが、それ

Value equalto their own consumption，OrtO the capital

は自然素材を形態変化させるだけで、剰余価値を生まない

Which employs them，tOgether withits owners profits； 不生産階級とされ、剰余を生む生産階級は農業生産、消費

butofamuchgreatervalue．Overandabovethecapita1
0f the farmer and allits profits，they reguIarly occasion
the reproduction of the rent of theIandIord．This rent
may be considered as the produce of those powers of

財部門に携わるもの、借地農業資本家が中心であり、そこ
では自然と土地所有階級、借地農と農業労働者、手工業的
生産が支配的である。スミスはここから強い影響を受け、
農業生産だけでなく工業生産に進んでも、重農主義者の自

nature．theuseofwhichthelandlordlendstothefarmer．
然的見地に支配された。
ln them nature does nothing；man does all；and the

そして重農主義で指摘された不変資本の再生産を見落す

reproduction must always bein proporl：ion to the
Strength of the age1tS that occasionit．The capital

ことになった。「総生産物中の一部分は、同時に、同じ現物
形態で再現する旧資本価値の担い手にすぎない。・・年生産

employedin agriculture，therefore，nOt OnIy putsinto

物中のこの不変資本部分にケネーは、場所違いの要素をも

motion a greater quantity of productive labour than any
equaIcapitalemployedin manufactures，butin
PrOPOrtiontootothequantityofproductivelabourwhich
it employs，it adds a much greatervaIue to the annual
PrOduceofthelandandlabourofthecountry，tOthereal

含めているが、‥」。だがA・スミスでは、種子などの原材

WeaLth and revenueofitsirlhabitants．

家が農業生産の開始に準備すべき役畜、農具の労働手段、

PP．344−345．；ch．V，b．I］；Ofthedifferentemployment
Ofcapitals．EdwinnCannan．1979．

料が固定資本に含められるが、不変資本部分としてではな
く、場所を移動しないという意味で固定資本にかぞえられ
ているのである。
吉原氏によればケネーの「本源的投資」は借地農業資本
固定資本である。他方、「年々的投資」は、種子などの原材
料、自分と農業賃労働者の生活資料、流動資本である4）。
A・スミスは『国富論』第二編第1章「貯えの分類につい

スミスは第二編第1章「資財の分類について」でいう。

て」で、固定資本について、機械、用具、建物（店舗、倉

「種子の全価値も本来的意味で固定資本である。」だからこ

庫、仕事場、農舎）、土地の諸改良（開墾、排水、囲い込み、

こでは資本＝資本価値であり、資本価値が「固定」形態で

堆肥）、住民の有用な能力をあげ、流動資本について食料品、

実存するのだ。「種子は土地と穀物との間を往復するとはい

材料、完成品、貨幣を述べている。

え、決して所有者を変えることもなく、したがって現実に
は流通しない。借地農業者が利潤をえるのは、種子を販売

2

次にノートⅧ3にⅠ）とのみ善かれたⅧ3−6「1）ス
てである」。Thewholevalueoftheseedisproperlyafixed
ミ スの一般的観点とその帰結SmithsalIgemeine
CaPital．Thoughit goes backwards and forwards
AuffassungundihreKonsequenzen．」、Ⅷ6−8「2）ス
between the g「ound and the granary，it never changes
ミスによる交換価値のV＋Mへの分解SmithsAufle）Sung
masters，and therefore does not properlycirculate．The desTauschwerths」、Ⅷ8−10「3）不変資本部分Der
することによってではなく、それを増加させることによっ

farmer makes his proFit，nOt byits sale，but byits
konstanteKapitaItheil」からA・スミス再生産論および価
inc「ease．p．264．；Ch．Ⅰ，b．皿；Ofthedivisionofstock．

値論の特質をみてみよう。

この場合の愚鈍さは、次の点、すなわちA・スミスは不
変資本価値の再現を一すでにケネーの見たように一再

Ⅷ3−6「1）スミスの一般的観点とその帰結」。

生産過程の重要な契機としてみないで、むしろただ流動資

A・スミスは、第一編第6章で言っている。「どの社会で

本と固定資本とについて彼の設ける差別のための一つの例

も、各商品の価格は、結局、これら三つの部分（労賃、利

証をみる点にある。スミスが「本源的投資」avanCeS

潤、地代）のどれか一つ、または三つの全部に分解される

primitivesおよび「年々的投資」aVanCeS annuellesを

のであって、どの進歩した社会でも、これら三つの部分は

「固定資本」fixed capitalおよび「流動資本」Circulating

すべて、多かれ少なかれ、ほとんど大部分の商品の価格中

capitaLに翻訳したことにおいて、進歩は「資本」なる言

に成分として入りこむ」。「賃金、利潤および地代はあらゆ

葉の概念が農業的充用部面にたいする特殊的配慮に係わり

る収入、あらゆる交換価値の三つの根源である」。第一編第

なく一般化されていることにあり、退歩は「固定」および「流

6章「諸商品の価格の構成部分について」。
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「このことは個別的にみた各特殊商品に妥当するのであ

彼自身の理論から逃避する。個別資本家ならびに全資本家

るから、各国の土地および労働の牛生産物全体を構成する

階級、またいわゆる国民は、生産中に消費された資本の代

あらゆる商品の総体にも妥当しなければならない。この年

りに商品生産物を受け取るのであるが、この商品生産物の

生産物の総価格または総交換価値は、同じ三つの部分に分

価値は、一方では、消費された資本価値を補填し、したがっ

解されねばならず、この国の様々なる住民の間に、彼らの

て収入Einkommenを、そして字義どおりの意味でレヴェ

労働の賃金として、彼らの資本の利潤として、彼らの土地

ニュ（revenuはrevenir再び来たるという語の分詞）を、

所有の地代として、分配されねばならぬ」。第二編第2章

資本収入を、形成する。

「社会の総資財の特殊部門と考えられる貨幣について。す

他方では、その価値は「この国の様々なる住民の間に、
彼らの労働の賃金として、彼らの資本の利潤として、彼ら

なわち、国民資本の維持費について」。

の土地所有の地代として、分配される」価値諸成分、収入

A・スミスは、個別的にみたあらゆる商品の価格、なら

を形成する。これによれば、全生産物の価値は、個別資本

びに「各国の土地および労働の年生産物……の総価格また

家のためであれ全国のためであれ、なんびとかのための収

は総交換価値」を、賃労働者、資本家および土地所有者の

入を、一方では資本収入を、他方ではそれと異なる「収入」

ための収入の三源泉たる労賃、利潤および地代に分解した

を、形成する。

後、回り道をして第四の要素すなわち資本なる要素を密輸

つまり、商品の価値をその諸成分に分析するさいに遠ざ

入しなければならないのである。この密輸入は総収入と純

けられるものが、裏口から、「レヴュニュ」なる言葉の二義

収入とを区別することで行われる。

性によって、再び導きいれられる。だが「取得」されうる
ものは、生産物中にすでに実存するその価値成分だけであ

「ある大国の全住民の総収入は、彼らの土地および労働の
牛生産物全体を包含し、純収入は、第一に彼らの固定資本

る。資本がレヴェニュとして取得されるはずならば、資本

の、第二には彼等の流動資本の、維持費を控除したのちな

はあらかじめ支出されているのでなければならない。

お彼等の手に残って自由にできる部分を、換言すれば彼等
がその資本を食込むことなく、直接の消費用に留保される

スミスが語るところでは、純収入すなわち独自的な意味

彼らの貯えにくりいれることができるもの、すなわち彼ら

でのレヴェニュからは、固定資本全体が除外されるべきで

の生計や便益や娯楽に支出しうる部分を、包含する。彼ら

あるが、しかしまた流動資本のうち、固定資本の維持およ

の現実の富も、彼らの総収入ではなくて、彼らの純収入に

び修繕、ならびにその更新に要する部分全体も除外される

比例する」。第二編第2章。

べきであって、事実上、消費元本たるべき使命をもつ現物

The gross revenue of alltheinhabitants of a great
COuntry，COmPrehends the whoIe annualproduce of

形態をとっていない一切の資本が除外されるべきである。

theirland andIabour；the neat revenue，What remains

されねばならぬ。彼らの職業上有用な機械や用具、彼らの

freetothem afterdeductingtheexpenceofmaintaining；

有益な建物などを維持するのに必要な材料も、これらの材

「固定資本の全維持は、明らかに、社会の純収入から除外

first，theirfixed；and，SeCOndIy，theircirculating capitaI； 料を所要の形態に転化するに必要な労働の生産物も、決し
Or What，Without encroaching upon their capitaI，they て純収入の一部分をなしえない。なるほど、この労働の価

Can PLacein their stock reserved forimmediate

格が純収入の一部になることがあるかもしれない。という

COnSUmPtion，Or SPend upon their subsistence，

のは、そのために使用される職人が、その賃金の全価値を、

COnVeniences，andamusements．TheirrealweaIthtoois 直接に消費用に留保される彼らの貯えにくりいれるかもし
in propo「tion，nOt tO thei「gross，but to their neat れないからである。Thewh01eexpenceofmaintaining
revenue．p．271．

the fixed capital，muSt eVident］y be excluded from the

neat revenue of the society．Neither the materials
necessary for supporting their useful machines and

1）A・スミスがここで取扱っているのは、単純再生産
だけであって、拡大された規模での再生産または蓄積でな

instruments of trade，their profitabIe buildings，nOr the

い。かれは、機能資本を「維持する」ための支出について

produce of the labour necessary for fashioning those
materialsinto the properform，Can eVer make any part

語っているだけである。「純」収入は、社会なり個別資本家
なりの年生産物のうち「消費元本」に入り込みうる部分に
等しいが、この元本の範囲は機能資本に食い込んではなら

Ofit．Thepriceofthatlabourmayindeedmakeaparto†

ない。だから、個人的ならびに社会的生産物の価値の一部

value of their wages in their stock reserved for

分は、労賃にも利潤または地代にも分解しないで、資本に

immediateconsumption． p．27l．

it；aS the workmen so employed may place the wh0le

だが、他の種類の労働の場合には、価格も（すなわち、

分解する。
2）A・スミスはgrossrevenueとnetrevenue，すなわ

この労働に支払われる賃金も）、生産物も（この労働の体化

ち総収入と純収入との区別づけという言葉の遊戯によって、

されるもの）直接の消費用に留保されるこの貯えに入り込
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む。その価格は職人の貯えにはいり、生産物は、その職人

品種類から成り立つこともあり得る。他方では、彼自身の

の労働によって生計や便益や娯楽を増加される他の人々の

生産物が労働搾取者の消費にしか入りこまないものとなる

貯えにはいるのである。」第二編第2章。Butinothersorts

こともある。

Of［abour，both the price and the produce go to this
StOCk，the p「ice to that of theworkmerl，the produce to

彼は固定資本を全部的に一国の「純収入」から除外した

thatofotherpeopJe，Whosesubsistence，COnVeniencies，

後、続けていう。「社会の流動資本は、この点で、個人の流

andamusements，areaugmentedbytheIabourofthose

動資本とはちがっている。個人の流動資本はすべて、かれ

WO「kmen． p．271．

の純収入のどの部分になることもできず、純収入はかれの
利潤だけである。だが、すべての個人の流動資本は、彼が

A・スミスはここで生産手段の生産に従事する労働者と

属する社会の流動資本の一部をなすとはいえ、だからと
いって、彼の流動資本が社会の純収入の一部になることが

消費手段の直接的生産に従事する労働者との重要な区別に
出くわす。前者の商品生産物の価値は、労賃の総額、すな

同様にまったくできないわけではない。商人の店にあるす

わち労働力の購入に投下された資本部分の価値、に等しい

べての品物は、決して直接の消費のために留保される彼自

一成分を含む。この価値部分は物体的には、これらの労働

身の貯えの一部にいれられてはならないけれども、他の

者によって生産された生産手段の特定部分として実存する。

人々の直接の消費のための貯えの山部にいれられることは

彼らの労賃として受け取られる貨幣は彼らの収入を形成す

あり うる。」第二編第2章。ThecirculatingcapitaIofa

るが、しかし彼らの労働は彼ら自身にとっても他の人々に

SOCietyisin this「espect different from that of an

とっても、消費できる生産物を生産したのでない。だから

individual，That of anindividualis tota［ly excluded from

これらの生産物そのものは、牛生産物のうち社会的消費元

makinganypartofhisrleat「eVen］e，Which mustconsist

本エ「純収入」（単純な消費の観点からはあらゆる収入は

altogetherin his p「ofits．But though the circuIating

CaPita10f everyindividualmakes a part of that of the
SOCietytowhich he belongs，itis not upon thataccount
totalLyexcludedfrom makingapartIikewiseoftheirneat

「純収入」であるが）はこれにおいてのみ実現される−
を提供する部分の何らの要素も形成しない。
労賃についていえることは、生産手段の価値のうち、利
潤および地代なる範疇のもとで剰余価値として産業資本家

revenue．Thoughthewholegoodsinamerchant

の収入を形成する成分についても言える。これらの価値成
分も、生産手，段すなわち消費できないもののうちに実存す

must byno means be placedin his own stockreserved
forimmediate consumption，they mayin that of other

る。それらの価値成分は、貨幣化された後にはじめて、第

PeOPle．p．273．

二種類の労働者によって生産された消費手段のうちから、

つまり我々は、ここで次のことを聞かされる。1）固定

それらの価格に相当する分量を引き上げて、個人的消費元
本に移すことができる。

資本およびその再生産と維持に必要な流動資本と同様に、
消費手段の生産ではたらく各産業資本家の流動資本も全部

だがそれだけにA・スミスは、年々生産される生産手段

的に彼の純収入から除外されているのであって、彼の純収

の価値のうち、この生産部面で機能する生産手段、生産手

入たりうるものは彼の利潤だけである。（ここでは彼の利潤

段を作るための生産手段、の価値に等しい部分、つまりこ

は彼の純収入に等しい）だから、彼の商品生産物のうち資

こで充用される不変資本価値に等しい部分は、それが実存

本部分は、彼の収入をなす価値部分には分解されない。

する現物形態の故にばかりでなく、それの資本機能の故に

2）各個別資本家の流動資本は社会の流動資本の一部分

も、収入を形成するあらゆる価値成分から絶対的に排除さ
れていることを、認めざるをえないはずなのだが。

をなすのであって、それは各個別的固定資本と全く同様で
ある。3）社会の流動資本は個別的流動資本の総額にすぎ
ぬとはいえ、各個別的資本家の流動資本とは異なる性格を

第二種類の労働者、直接的消費手段を生産する労働者に
ついては、A・スミスの諸規定は全く正確でない。すなわ

有する。各個別資本家の流動資本は決して彼の収入の一部

ち彼は言う。この種の労働においては、価格（生産物の価

分をなしえないが、これに反し社会の流動資本の一部分（消

値部分に対して労働者が受け取る貨幣、労賃）も生産物も

費手段から成り立つ部分）は同時に社会の収入の一部分を

共に直接的消費のために蓄えられる在庫に入り込む。「価格

なしうる。あるいは「年生産物のうち社会の純収入部分を

は」（労賃として受け取られる貨幣は）「労働者たちの消費

決して減少させない」。
A・スミスがここで流動資本と名づけるものは、消費手

財荷に、そして生産物は他の人々、すなわちこの労働者の
労働によって自分の生計や便益や娯楽を増加してもらう

段を生産する資本家たちが流通に投げ入れる年々の商品資

人々の消費財荷に」と。だが労働者は、彼の労働の「価格」、

本である。この年々の商品生産物の全体は消費できる財貨

彼の労賃に支払われる貨幣を食って生活することはできな

から成り立ち、したがって、社会の純収入がそれに実現さ

い。彼は消費手段を購買することによって、この貨幣を実

れまた支出される元本をなす。小売商人の店にある商品を

現させる。この消費手段の一部分は、彼自身の生産した商

例に選ぶ代わりに、A・スミスは、産業資本家の倉庫に入
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れられている大量の財を選ぶべきであったろう。

をなすにすぎない。
第一に、社会的資本は個別的諸資本の総額に等しく、従っ

A・スミスが行った固定資本の再生産、流動資本につい

て社会の年々の商品生産物（商品資本）はこれらの個別的

ての考察の思想的諸断片を総括したとするなら、次のよう

資本の商品生産物の総額に等しいとはいえ、したがって各

な結論に到達したであろう。

個別的商品資本に妥当する諸成分への商品価値の分解は、

1）社会的年生産物の一部は生産手段から構成され、そ

全社会の商品資本にも妥当せねばならないが、それらの諸

の価値は次のように分割される。一つの価値部分は、この

要素が産業資本家の観点から見える現象形態やこれらの諸

生産手段の生産に消費された生産手段の価値に他ならず、

要素が社会的総再生産過程（流通および潜勢的な消費を含

つまり、更新された形態で再現する資本価値に他ならない。

む）で自らを表示する現象形態は相異なる一形態である。

第二の部分は、労働力に投下された資本の価値、または、

第二に、単純再生産の基礎上でも、労賃と剰余価値との

この生産部面の資本家たちによって支払われた労賃の総額

生産ばかりでなく、新たな資本価値（不変的）の直接的生

に等しい。最後に第三の価値部分は、この部門の産業資本

産も行なわれる。労働日は二つの部分、すなわち、労働者

家たちの利潤と地代、の源泉をなす。

の可変資本を補填する第一の部分とその間に彼が剰余価値

第一の成分、すなわちA・スミスによれば、この部門で

を生産する第二の部分とからのみ成り立っのだが。すなわ

使用される個別的諸資本の総体のうちの再生産された固定

ち生産諸手段（不変資本）の再生産に支出される日々の労

資本部分は、個別資本家なり社会なりの「純収入から明ら

働（第一部門）−その価値は労賃（＝可変資本価値）と

かに除外され・・・・・tこの収入の一部分をなしえない。」それは

剰余価値とに分かれる−は、消費手段の生産に支出され

つねに資本として機能し、収入としては機能しない。その

た不変資本部分（第二部門）を補填する新たな生産手段に

かぎりでは、各個別資本家の「固定資本」は社会の固定資

実現される。
主要な困難は−その最大部分は上述したことによって

本と何ら異なるところはない。といっても、生産手段とし

解決された蓄積ではなく単純再生産の考察にさいして

て存在する社会の年生産物のうちの他の価値部分は、なる
ほど同時に、この生産に参加するすべての行為者のための

現れる。だから、A・スミスの場合（第二編）も、ケネー

収入を、労働者のための賃金、資本家のための利潤や地代

（経済表）の場合にも、社会の年生産物の運動、および流

を、なす。だが、これらの価値部分は、社会のための収入

通によって媒介されるその再生産が問題となれば、単純再

をではなく資本をなす、社会の牛生産物は、その社会に属

生産から出発される。

する個別的資本家たちの諸生産物の総額からのみ成り立つ
このように『諸国民の富』第一編第6章「諸商品の価格

のであるが。

の構成部分について」でA・スミスは「賃金、利潤および

これらの生産物は、たいていはその本性上、生産手段と
してのみ機能するのであるが、だが、それらがかかるもの

地代はあらゆる収入、あらゆる交換価値の三つの根源であ
る」と述べるが、社会的生産物を「総収入」と「純収入」

（資本）として機能するのは、その生産者たちの手におい
てではなく、その使用者たちの手においてである。すなわ

とから分析する第二編第2章「社会の総資財の特殊部門と

ち2）消費手段の直接的生産者たちの手においてである。

考えられる貨幣について。すなわち、国民資本の維持費に

かの生産物はこの資本家たちのために、消費手段の生産に

ついて」で、「A・スミスはここで生産手段の生産に従事す

消費された資本（これが労働力に転態されない限り、つま

る労働者と消費手．殴の直接的生産に従事する労働者との重

り第二部門の労働者のための労賃の総額でないかぎり）を

要な区別に出くわしている」こと、そして「A・スミスが

補填するのであるが、この資本、いまや消費手段を生産す

行った固定資本の再生産、流動資本についての考察の思想

る資本家たちの手に消費手段の形態で存在する資本の方は、

的諸断片を総括したとするなら」、単純再生産が、事実上、

社会的立場からみれば、第一部門の資本家や労働者が彼等

二つの生産部門間の交換が想定されていることを述べる。
「A・スミスの場合（第二編「資材の性質、蓄積および用

の収入を実現するための消費元本をなす。

途について」）も、ケネー（経済表）の場合にも、社会の牛

A・スミスがここまで分析したとすれば、全問題の解決

生産物の運動、および流通によって媒介されるその再生産」
が問題とされているのである。

に欠けるところは殆どなかったであろう。5）もう一歩のと

ころであった。次のことをすでに述べている。すなわち一
次にⅧ6−8「2）スミスによる交換価値のⅤ＋Mへの

方では、社会の年々の総生産物を構成する一方の種類の商
品資本の価値の一定部分は、その生産にたずさわる個別的

分解」に移る。A・スミスのドグマ、すなわち各個の商品

な労働者や資本家のための収入をなすが、社会の収入のな

−したがってまた社会の牛生産物を構成する諸商品の

んらの成分もなさず、他方の種類の商品資本の価値の一部

いっさいがっさい（彼は正当にもつねに資本制的生産を前

分は、その個別的所有者、すなわちこの投資部面にたずさ

提する）−の価格または交換価値は、労賃、利潤、地代

わる資本家たちの資本価値をなすが、社会的収入の一部分

という三つの成分から構成されるとか、これらの構成部分
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OfcapitaI，OrOfproductiveandunproductivelabou「，

に分解されるとかいうドグマは、商品価値はⅤ＋M、すな
わち投下可変資本価値十剰余価値に等しいということに還

以前にA・スミスから聞いたように、資本のうち、同時

元される。しかも我々はこの還元を、次の引用文が示すよ

に収入をなすものは、その一部分、すなわち生産的労働の

うにA・スミスの明白な容認のもとに行うことができる。

製造業では「労働者たちが材料に付加する価値は…・‥二

購入に投下された部分だけである。この部分、可変資本は、

つの部分に分解されるのであって、その一方は、彼等の労

雇い主の手中で「資本たる機能」をはたし、ついで生産的

賃を支払い、他方は、彼等の雇主により材料や賃金として

労働者そのもののための「収入をなす」。

投下された全資本に対する彼の利潤を支払う」。第一編第

資本家は自分の資本価値の一部分を労働力に転形し、そ
うすることで可変資本に転形する。この転形によってのみ、

6章「諸商品の価格の構成部分について」。

The value which the workmen add to the materiaIs，

かれの総資本が産業資本として機能する。労働者、労働力

therefore，reSOIvesitselfin this caseinto two parts，Ofの販売者は、労賃の形態で労働力の価値を受け取る。労働

Which the one paystheirwages，theotherthe profits of
their emp10yer uPOn the whoIe stock of materials and

力は彼の収入の唯一の源泉をなす商品である。労働力が可
変資本として機能するのは、その購買者たる資本家の手に

WageS Which he advanced．p．48．ch．Ⅵ，b．Ⅰ；Of the おいてのみであり、資本家はその購買価格そのものを外観

COmPOnentPartSOfthepriceofcommodities．

的にのみ前払いする、けだし、その価値はあらかじめ既に

「製造業労働者は自分の賃金を雇主から前払してもらう
とはいえ、現実にはその雇主に何らの費用かけさせるわけ

労働者によって資本家に提供されているからである。また
スミスは言う。

ではない。けだし通常、この賃金の価値は利潤と一緒に、

農業では、労働者たちは「彼ら自身の消費、または彼等

彼の労働が充用された対象の増加せる価値において確保さ

を就業させる（可変〉 資本、資本家の利潤とに等しい価値

れるからである」。資本のうち「生産的労働の維持のため

の再生産」のほか、さらに「借地農業者の資本およびその

に」投下される部分は、「彼（雇主）のために資本たる機能

全利潤以上に、なお必ず、土地所有者の地代の再生産をも

を果たした後、彼ら（労働者たち）のための収入をなす。」

生ぜしめる」。第二編第5章「資本のさまざまの用途につい

第二編第3章「資本の蓄積について、すなわち、生産的お

て」。Thelabou「er andlabou「ing cattle，the「efo「e，

よび不生産的労働について」。

emp10yedinagriculture，・ ・・thereproductionofavalue

Though the manufacturer has his wages advanced to

equalto theirown consしImPtion，OrtO the capitalwhich

him by his master，he，in reality．costs him no expence，

employsthem，tOgetherwithitsownersprofits；……OVer

［he value of［hose wages being gene「ally restored，
together with a p「ofit，巾 theimproved value of the

and above the capitaIof the farmer and alLits profits，
they reguIarly occasion the reproduc［ion of the rent of

Subject upon which hislabouris bestowed．p．314．

thelandrord．p．344．ch．V，b．II；Of the different

He employesit，therefore，in maintaining productive

empIoymentofcapitals．

handsonly：and afterhaving servedinthefunction ofa
CaPitaltohim，itconstitutesarevenuetothem．p．316，だからA・スミス自身にあっては、地代も利潤も、生産
「各国の土地および労働の年生産物の全体は、……おのず

的労働者が自分自身の労賃、すなわち可変資本の価値一

から二つの部分に分かれる。そのうちの一方の、しかもし

生産的労働者は資本家に生産物の形態でそれを生産し、資

ばしば最大の部分は、まず資本をネ甫填して、資本のうちか

本家は労働者に労働者みずからの労働力に対して支払う

ら取去られた食料、材料、および完成品を更新すべき使ノ命

ーと同時にたえず再生産する剰余価値の成分たるにすぎ

を有する。他方の部分は、この資本の所有者のために彼の

ない。あらゆる商品の（したがってまた年々の商品生産物

資本利潤としてであるか、他のなんびとかのために彼の土

の）価格は、労賃＋利潤十地代に分解されるというドグマ

地所有の地代としてであるかを問わず、収入をなすべき使

は、A・スミスの著書そのものに点綴する科学的部分では、

命を有する」。第二編第3章。

各商品の、したがってまた社会の年々の商品生産物の、価

Though the whote annualproduce o†theland and

値はV＋M、すなわち労働力に投下され労働者によって絶

labourofeve「ycountry， T・・itnaturallydividesitselfinto

えず再生産される葉木価値プラス労働者の労働によって付
twoparts．0neofthem，andfrequentlythelargest，is，in
加される剰余価値、に等しいという形態をとる。
the first place，destined for replacing a capitaI，Or for

A・スミスが「労賃、利潤および地代は、あらゆる収入

renevving the p「ovisions，materials，and finished work，

ならびにあらゆる交換価値の三つの根源であって、他のあ

Which had been withdrawn from a capitaI；the other for
COnStitutingarevenueeithertotheownerofthiscapital，

らゆる収入は結局、これらの根源の一つから派生したもの
である」（第一編第6章）、Wages，PrOfit，andrent，arethe

as the p「ofit of his stock；o「to some othe「person，aS

three originalsources of allrevenue as we＝ as of aII

therentofhisland．p．316．ch．Ⅲ，b．］］；Oftheaccumulation exchangeable vaIue．Allother revenueis しIrtlmately

−190−

A・スミスの再生産論

derivedfrom someoneorotherofthese．p．52．ch．Ⅵ，b．
様々の階級のための収入源泉（労働者の労賃、産業資本家
Ⅰ；Componentpartsofprice．という時ここにあらゆる取

の利潤、土地所有者の地代）をなす。だから、年々の価値

り違えが累積しているのである。ここにA・スミスの馬鹿

生産物はV＋M以外に何らの要素も含まないのだから、こ

げた過誤が頂点に達する。

れ以上の価値成分はどこからやって来るのか？ 単純再生
産の基礎上にたつ。年々の総労働分量は、労働力に投下さ

次にⅧ8−10「3）不変資本部分」で、A・スミスが、

れた資本価値の再生産に必要な労働と剰余価値の創造に必

商品価値のうちから資本の不変価値部分を、いかに払いの

要な労働とに分解するのだから、そのうえ労働力に投下さ

けようとするかを見よう。

れたのでない資本価値を生産するための労働がどこから

「穀物の価格で、一部分は土地所有者の地代を支払う。他

やって来るのか？

の一部分は、穀物の生産に使用された労働者（および役畜

1）A・スミスは、商品の価値を、賃労働者が労働対象

と彼は付け加える）の賃金および生計を支払い、第三の部
分は借地農業者の利潤を支払う。これら三つの部分は、直

に付加addする労働の分量によって規定する。彼の言葉

接的にか究極的にか、穀物の全価格を構成するように見え

では、それ自身すでに労働生産物である「新材料」である、け

る。借地農業者の資本を補填するため、または彼の役畜そ

だし彼は製造業Manufakturを取り扱っているからである。

の他の農具の摩損を補填するために、第四の部分が必要と

労働者が物に付加する価値は、価値を付加される対象が、

思われるかもしれない。だが農具たとえば役馬の価格は、

付加以前にすでに価値を有するか否かとは全く無関係であ

それ自身再び上述の三部分から成立つということである。

る。だから労働者は商品形態で価値生産物を創造する。

A・スミスによれば、①この価値生産物の一部分が労賃

すなわち、その役馬が飼育される土地の地代と、それを世
話し飼育する労働と、この土地の地代および労働の賃金の

の等価であり、したがってこの部分は、彼の労賃の大きさ

双方を前貸しする借地農業者の利潤である。だから穀物の

によって規定されている。この価値の大小に応じて、彼は、

価格は馬の価格ならびに維持費を補填しうるとはいえ、し

自分の労賃の価値に等しい価値を生産または再生産するた

かも全価格は常に、直接的にか究極的にか、地代、労働、

めに多くの労働を付加せねばならぬ。

利潤という同じ三つの部分に分解される」。第一編第6章

②労働者は、こうして画される限界をこえて、雇主たる

「諸商品の価格の構成部分について」。

資本家のために剰余価値をなす余分の労働を付加する。剰
余価値は、生産物の総価値から労賃の等価たる価値部分を

以上は、A・スミスが彼の途方もない学説の論拠として

控除したものに等しく、つまり商品の生産中に創造された

あげていることの文字どおりすべてである。A・スミスは、

価値生産物のうち、それに含まれる労賃の等価に等しい価

穀物の価格はⅤ十Mから成り立つばかりでなく、穀物生産

値部分をこえる超過分に等しい。

に消費された生産手段の価格からも成り立つことを認める。

2）各個の労働者により個々の産業的事業で生産される
商品についていえることは、すべての事業部門の牛生産物

だがこれら一切の生産手段そのものの価格は、穀物の価格
と同様に、やはりⅤ＋Mに分かれる。ただスミスはⅤ＋M

についてもいえる。個別的な生産的労働者の日労働につい

のほかに、これらの生産手段そのものの生産に消費された

ていえることは、生産的労働者階級によって流動化される

生産手段の価格にも、と付言することを忘れているのだ。

年労働についてもいえる。

A・スミスは、みずから自説を後に放棄しながら、しか

年生産物に含まれる年々の価値生産物は、ただ二つの要

も自分の諸矛盾を意識しない。だが、これらの矛盾の源は、

素、労働者階級の受け取る年賃金の等価と、年々資本家階

まさに彼の科学的出発点に求めるべきである。労働に転態

級のために提供される剰余価値とからのみ成り立っ。

された資本は、それ自身の価値よりも大きい価値を生産す

A・スミスの第一の誤りは、年々の生産物価値を年々の

る。A・スミスはいう、労働者たちは生産過程で、その加
工するものに一つの価値を、彼ら自身の購買価格の等価以

価値生産物と同等祝する点にある。後者はその一年間の労

外に、彼らにではなく彼等の使用者に帰属する剰余価値を

働の生産物にすぎない。前者はその他に、前年度あるいは

形成する一つの価値を、刻みつける。

部分的にはそれ以前の諸年度に生産されたあらゆる価値要

だがこれは、労働者たちが為しうる一切である。一日の

素、すなわちその価値が再現するにすぎない生産手段をも

産業労働について言えることは、全姿本家階級によって一

含のであり、この生産手段は、その年度に支出された労働

年間に運動させられる労動についても言える。だから社会

によって生産、再生産されたのではない。この混同によっ

的年生産物の総価値は、V＋Mに、すなわち労働者たちが

て、スミスは年生産物の不変的価値部分を追い出した。こ

彼ら自身の購買価格として支出された資本価値を補填する

の混同そのものは、スミスの根本的見解におけるもう一つ
の誤謬にもとづく。

等価と、彼らがそれ以上に彼等の使用者に提供しなければ

さらに彼は、労働そのものの二者分裂的性格を、den

ならない追加価値とに、分轄されるだけである。

ZWeispaltigenCharakterderArbeitselbst，つまり労働力

だが同時に商品の二つの価値要素は、再生産に参加する
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両方がそれぞれ独立に行われるので、ここには全く矛盾す

の支出として価値を創造するかぎりでの労働と、具体的、
有用的労働として使用対象、使用価値を創造するかぎりで

る考え方が出てくる。その一方は、内的関連をdeninnren

の労働とを区別しない。年々生産される諸商品の総額、牛

Zusammenhang多かれ少なかれ正しく言い表すものであ

生産物全体は、その年に作用した有用的労働の生産物であ

り、他方は、同じ正当性をもって、そしてなんらの内的関

る。社会的に充用された労働が諸種の有用的労働の多岐な

係もなしにohneirgendeininnresVerhartniB，他方の把握

る一体系で支出されたということによってのみ、あらゆる

方法とまったく関連なしに、現象として現れる関連を言い

これらの商品が定財するのであり、そのことのよってのみ、

表している。

A・スミスの後継者たちは、彼らがスミスに反対してもっ

それらの商品の総価値のうちに、それらの生産に消費され
た生産手段の価値が新しい現物形態で再現して保存される

と古いすでに克服された把握方法の反動を示さないかぎり

のである。だから年生産物の総体は、一年間に支出された

では、自分たちの細部の研究や考察において支障なく進行

有用的労働の成果である。だが年々の生産物価イ直について

することができるし、つねにA・スミスを自分たちの土台

いえば、一部分だけが一年間に創造されたのであって、こ

とみなすことができる。それは、彼らがスミスの著書の深

の部分は、その年度中に流動化された労働の総額がもって

遠な部分に結びつくにしろ、通俗的な部分に結びつくにし

自らを表示するものが年々的価値生産物である。

ろ、an den esoterischen oder exoterischen TheiJseines

A・スミスは、正しいものへの萌芽einAnsatzzum

WerksanknCIPfenまたは、つねにほとんどな場合そうであ

Richtigenをすでに重農主義者たちのもとで見出したのに、

るが、両方をごちやまぜにするにしろ、同じことである。」

かれは、混沌のうちに迷いかれの商品価値一般にかんする

MEGAⅢ／3・3，S．816f．

科学的見解esoterische Auffassungが、皮相的見解
exoterischen−

これがだいたい彼にあっては優勢なの

「1）スミスの一般的観点とその帰結」から始まるこの部

だが彼の科学的本能wissenschaftlicherlnstinktがときど

分では、A・スミスのもつ科学的見地、すなわち固定資本

き科学的立場を再現させる−と、たえず交錯している。

の再生産および流動資本についての考察から、生産手段の
生産に従事する労働者と消費手段の直接的生産の従事する

この「科学的見解と皮相的見解」については「1861−63年

労働者にぶつかり、事実上esoterischen、再生産過程を消

草稿」の次の説明が注目される。

費財部門と生産財部門との二部門間の素材補填で捉えてい

XI524 「経済学は、A・スミスにおいて一種の全体

たことが示される。だが同時に、価格は収入（労賃、利潤、地

にまで発展しDiepolitischeOekonomiehattejnA．Smith

代）に分解され、さらにこれらの収入から価格が構成され

SichzueinergewissenTotalitatentwickelt，それが包括す

るというA・スミスの皮相exoterischenな価値論から、個

る領域はある程度まで確定された。だからこそセーは、経

別の資本では農具などの第四の要素として生産手段を認め

済学を一冊の教科書のなかに浅薄に体系的にとりまとめる

つつも、結局それはV十Mに分解されるとし、再生産での

ことができたのである。……A・スミス自身は非常に素朴

不変資本価値補填を理解しなかった。すなわちA−スミス

に、絶え間ない矛盾のなかで動揺している。Smithselbst

は生産物価値と価値生産物の違いを捉えておらず、より根

bewegtsichmitgrosserNaivitatineinem fortwahrenden

本的には労働の二者分裂的性格（労働の二束性）把握が欠
けていたのである。

Widerspruch．

一面では、彼は、経済的諸範時の内的関連を、すなわち
ブルジョア的経済体制の隠れた構造を追求する。他面では、

3

彼はこれとならんで、競争の諸現象のうちに外観的に与え

Ⅷ10−12「4）A・スミスにおける資本と収入 Die

られているとおりの関連を、したがってまた、実際にブル

Revenue」、Ⅷ12−16「5）総括」でもさらに論議が続

ジョア的生産の過程にとらわれて、それに利害関係をもつ

けられる。

人とまったく同様な非科学的な観察者にたいして現れると

3）資本家は、貨幣として労働者の手にながれていく可

おりの関連を、併置している。この二つの把握方法、その

変資本を支出したのであり、他方で資本家は、彼の商品の

うちの一方は、ブルジョア的体制の内的関連のうちに、い

価値部分においてこの可変資本価値の等価を有する。資本

わばその生理学のうちに突入するものであり、他方ではた

家はこの価値部分を、労働者自身の生産物の現物形態では

だ、生活過程のうちに外的に現れるものを、それが現れ現

労働者に与えないで、貨幣で労働者に支払う。だから、資

象するとおりに、記述し、分類し、物語り、そして図式的

本家にとっては彼の投下資本価値の可変的成分がいまや商

な概念規定を与えるにすぎないものである。
この二つの把握方法がスミスの場合には平気で併存して

品形態をとっているが、労働者の方は自分で売った労働力

いるだけでなく、入り乱れ絶えず矛盾し合っている。彼の

労働力の購入で可変資本に転態される資本部分は、自ら

の等価を貨幣形態で受取ったのである。

場合には、このことは正当であった。−なぜなら、彼の

を実証する労働力として生産過程そのものの内部で機能し、

仕事は事実上二重のものだったからである。−そして、

この力の支出により商品形態での新価値として新たに生産
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される、すなわち再生産されるが、労働者は自分が売った

分量によって規定されているのであるから、労賃は労働者

労働力の価値または価格を生活手段、自分の労働力の再生

が生活するための収入となる。労働者は、彼の労働力の販

産の手段、に支出した。可変資本に等しい貨幣額が労働者

売価格に等しい新価値（商品形態での）を絶えず再生産す

の収入、彼のレヴェニュをなすが、この収入は彼が自分の

るということによってだけ、労働者は彼の労働力を常に再

労働力を資本家に売る間だけしか続かない。

び新たに販売することができ、したがって生きることがで

賃労働者の商品である労働力そのものは、資本に合体さ

きる。労働力は、労働者の労働力が労働者にとって収入の

れ、資本として機能するかぎりでのみ、商品として機能す

源泉となることによって、このような新価値の創造物にな

る。他方、貨幣資本として労働力の購入に支出された資本
は、労働力の販売者たる賃労働者の手では収入として機能

る。
しかし、たえず再生産されるこの新価値が、かれのため

する。

の収入の源泉をなすからといって、その逆に、彼の収入が
彼によって生産された新価値の一構成部分をなすわけでな

ここではスミスの区別していない生産過程と流通過程が

い。彼の創造する新イ酎直のうち、彼に支払われる分け前の

絡みあっている。

大きさが彼の収入の価値の大きさを規定するのであって、
この逆ではない。新価値のこの部分がかれのための収入を

（D流通過程に属する諸行為。労働者は自分の商品、労働力

を資本家に売る。資本家が労働力を買う貨幣は、彼にとっ

なすということは、ただ、この価値部分がどうなるかを示

ては価値増殖のために投下された貨幣、つまり貨幣資本で

すだけであって、この価値部分の形成と無関係である。他

ある。それは支出されたのでなく、投資されたのだ。（これ

のあらゆる商品の場合と同様に労働力の場合にも、その価

がVorschusses、重農主義者のいうavanceの現実的意味で

値はその再生産に必要な労働分量によって規定されている。

あって、資本家が貨幣そのものをどこから入手するかとは
ここでA・スミスの全不幸を引き起こすのは「収入」と

無関係である。）

ここで生ずるのはあらゆる商品販売のさいに生ずること

いう範疇である。商品価値が収入の振泉とならないで、収

だけである。販売者は一使用商品、労働力を手放して、そ

入が商品価イ直の源泉となるというこの取違えに続き、いま

の価値を貨幣で受け取る（その価格を実現する）。購買者は

や商品価値が必然的に様々の種類の収入から「構成」され

自分の貨幣を手放して商品そのもの、労働力、を受け取る。

たものとなる。これらの収入は相互独立的に規定されてい

②そして生産過程では、購買された労働力は機能資本の

るのであり、それらの価値の大きさの加算によって、商品

一部をなすのであり、労働者自身は、生産手段の現物形態

の総価値が規定される。では、商品価値の源泉だというこ

で存在する諸要素からは区別される、資本の特殊的現物形

れらの各収入の価値は如何にして規定されるのか。

態として機能するにすぎない。過程中で労働者は労働力の
だが事実上では、A・スミスの叙述の正しい点、すなわ

支出により労働力に等しい価値を、彼によって生産物に転
形された生産手段に付加する。だから労働者は、資本家に

ち、年々の商品生産物に含まれている年労働によって新た

より労賃として労働者に投下された部分を、商品形態で資

に創造された価値は、投下可変資本の価値（再び労働力の

本家のために再生産するのである。

購入に充てられる、または労賃の投下に充てられるべき価

③商品の販売により、その販売価格の一部分が、資本家

値部分）プラス資本家が自分の個人的消費の諸手段に実現

の投下可変資本を資本家のために補填するのであり、した

することのできる剰余価値に等しく、さらにA・スミスが

がって、資本家が労働力を購買すること、並びに労働者が

価値を創造し労働力の支出たるかぎりでの労働と使用価値

労働力を販売することを可能にするのである。

を創造し有用的合目的形態で支出されるかぎりでの労働と

すべての商品売買では、これらの取引そのものだけが考

を混同しているという点を堅持するなら、結局、各商品の

察されるかぎりでは、商品を売って得た貨幣は売手の手で

価値は労働の生産物であり、したがって年労働の生産物の

どうなるか、また買った使用材は買手の手でどうなるかは、

価値または年々の社会的商品生産物の価値もそうだ、とい

全くどうでもよい。単なる流通過程が考察されるかぎり、

うことである。だがあらゆる労働は、（∋労働者が、かれの

資本家の買った労働力がかれのために資本価値を再生産す

労働力の購入に投下された資本の等価を再生産するにすぎ

るということも、また労働者の労働力の購買価格として手

ない必要労働時間と、②かれが資本家のために価値を提供

放された貨幣が収入をなすということさえも、労働者に

するが、その等価を資本家からは支払われない剰余労働、

とっては全くどうでもよい。

剰余価値とに分解される。だから、あらゆる商品価値はこ
れら二つの相異なる成分だけに分解されるのであり、した

労働力の価値（この商品の妥当な販売価格）は、他のあ

がって結局、労賃としては労働者階級の収入をなし、剰余

らゆる商品と同様に、労働力の再生産に必要な労働分量に

価値としては資本家階級の収入をなす。

よって規定されており、この労働分量そのものは労働者の
必要生活手段の生産、つまり彼の生活の維持に必要な労働

だが不変資本価値、つまり年生産物の生産に消費される

ー193−

荒 川

生産手段の価値について、この価値がいかにして新生産物

程の長さと、2）資本制的生産過程の社会的および技術的な

の価値に入り込むかは（資本家が商品を売るとき買手に負

全姿態とを規定する。資本制的生産過程そのものの内部で、

担させるという極まり文句のほかには）説明されないが、

価値（不変資本価値）の単なる維持と、投下価値（労働力

しかし結局、この価値部分は、生産手段そのものが労働の

の等価）の現実的再生産と、剰余価値の生産との区別づけ

生産物なのだから、それ自身やはり可変資本の等価（再び

が実現される。現に、まえもってであれ、「あとになってか

労賃に支出される）と剰余価値とから、必要労働の生産物

ら」であれ、資本家が生産過程のために支払うすべての価

と剰余労働の生産物とからのみ成り立ちうる。

値は、資本家にとっては、前貸しされるだけである。その

ここで一つの正しい点は、社会的資本、個別諸資本の総

価値は生産過程それ自体に前貸しされる。ケネーは生産的

体、の運動においては、特殊的に考察された各個別資本の

資本のすべての要素を前貸しと正しく定義している。

場合、 各個の資本家の見地からする場合とは異なる趣きを
呈するということである。各個の資本家にとっては、商品

剰余価値、資本家が投下した価値の等価をこえる超過分

価値は、不変的要素（スミスのいう第四の要素）と、労賃

たる価値、の取得は、労働力の売買によって導入されると

と利潤と地代（または剰余価値）とに分解される。ところ

はいえ、生産過程そのものの内部で行なわれる行為であっ

が社会的見地からすれば、この第四要素（不変資本価値）

て、生産過程の本質的契機をなすのであり、それゆえこの

は消滅する。

過程の成果の、商品生産物の、交換または分配で、初めて
あとになってから発生するのではない。

以上、「3）資本家は」から始まるこの部分では、A・ス

一つの流通行為をなす導入的行為、すなわち労働力の売

ミスの再生産論の問題が、価値論の視点から再び論議され

買は、それ自身がまた、社会的生産物の分配に先行し、そ

た。第一に、社会的見地からすれば第四の要素、不変資本

の前提をなす生産諸要素の配分一労働者の商品としての

価値は消滅するという論述は、「A・スミスは商品価値のう

労働力と、非労働者の所有としての生産手段との分離一

ちから資本の不変価値部分をいかに払いのけようとする

にもとづく。だが同時に、剰余価値取得は、価値そのもの

か」と対立するように見える。だが個人的資本と社会的総

の実態および価値生産の本性を全く何ら変化させない。価

資本の視点、スミスが想定していた再生産、「社会の年生産

値の実態は、支出された労働力一すなわち労働、といっ

物の運動、および流通によって媒介されるその再生産」、「生

てもこの労働の特殊的有用的性格とは無関係な性格一以

産手段の生産に従事する労働者と消費手段の直接的生産に

外の何ものでもなく、また価値生産は、労働力の支出の過

従事する労働者との重要な区別」を総合して考えるなら、

程以外の何ものでもない。
生産過程は商品中では消滅する。商品の生産に労働力が

対立は解消するであろう。さらに、労働の二重性把握にお

支出されたということは、いまや価値を有するという、物

けるスミスの理解を前提にして、「各商品の価値は労働の生
産物であり、したがって年労働の生産物の価値または年々

的属性として現象する。DerProduktionsproceBerlischtin

の社会的商品生産物の価値もそうだ」と理解される。

derWaare．DaBinihrerHerstellungArbeitskraftveraus−
gabtwordenist，erSCheintjetzt alsihre dingIiche Eigen−

A・スミス再生産論の軸点が示されたのちⅦ12−16

SChaHWerthzubesitzen．S．348．，Ⅱ／12．この価値の大き

「5）総括」では、その根底にあるスミスの価値論「A・

さは、支出された労働の大きさによって度量されている。

スミスは商品生産一般を、資本制的商品生産と同一視する」

商品価値はそれ以上のものには分解されず、それ以外の何

が検討される。

ものからも成り立たない。資本家によって生産された商品

「労賃、利潤、地代」という三つの収入が商品価値の三っ

は、その限りでは、自立的労働者によって生産された商品

の「成分」をなすという馬鹿げた範式は、A・スミスにあっ

と区別されない。全労働生産物もその全価値（労働者に向

ては、商品価値がこれらの三つの成分に分解するという一

きあっている）も資本家に属する。他の各生産者と同じく

層もっともらしい範式から生じる。しかもこの範式もまた

資本家も、商品をまず販売によって貨幣に転化してからで

誤りである。この誤謬もより深遠な基礎にもとづく。

なければ、それから先の操作は遂行できない。彼は商品を
一般的等価の形態にまず転態しなければならない。

資本制的生産は、生産的労働者が彼自身の労働力を自分
の商品として資本家に売り、この労働力がついでその資本
家の手で、かれの生産資本の一要素として機能することに

貨幣に転形される前の商品生産物を考察しよう。商品生

基づく。（流通に属する）この全取引、労働力の売買は生産

産物は、全部が資本家に属する。他面、それは有用的な労

過程を導入するばかりでなく、生産過程の独白的性格を含

働生産物−−」吏用価値−としては全部のこらず、今過ぎ

意的に規定する。使用価値の生産は、また商品の生産でさ

去った労働過程の生産物である。それの価値はそうではな

えも、ここでは、資本家のための価値の生産およびより正

い。この価値の一部分は、商品の生産に支出された生産手
段の価値が、新たな形態で再現したものに他ならないので

確に言えば剰余価値の生産のための手段にすぎない。

あり、この価値は、この商品の生産過程で生産されたもの

絶対的および相対的剰余価値の生産は、1）日々の労働過
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ではない。けだし生産手段は、この価値とともに商品の生

りうるための道具を資本家のために維持するために、労働

産過程の中に、そしてこの過程から独立して、入り込んだ
からである。更新され変化されたのは、この価値の現象形

者によって支出されるのである。
A・スミスは正当にも言う。労働者自身が創造した生産

態だけである。

物の価値のうち、労賃の形態で資本家から等価を支払われ

る部分は、労働者の収入の源泉をなす。だがこのことが、

商品価値のこの部分は、資本家にとっては、彼によって
投下された不変資本のうち商品生産中に消費された部分の

商品のこの価値部分の本性または大きさを変化させないの

等価をなす。それは前には生産手段の形態で実存したが、

は、生産手段が資本価値として機能することが、生産手段

いまや、新■たに生産された商品の価値の成分として実存す

の価値を変化させないのと同じである。労働力の価値は、

る。この商品が貨幣化されれば、いまや貨幣として実存す

かの生産手段の価値と同じように規定されている。商品の

るこの価値が、再び生産手段に、生産過程とそこでの自己

この価値部分は、それを構成する自立的一要因としての収

の機能によって規定された自己の本源的形態に、転形され

入からなるのでもなければ、またこの価値部分が収入に分

ねばならぬ。商品の価値性格は、この価値の資本機能に

解されるのでもない。以上、4）「A・スミスの資本と収入」

よって変化しない。

に移動された部分。

そして「4）A・スミスの資本と収入」に移されたⅧ
14．18−15．5で、労働力売買の特殊性がさらに論究

A・スミスは商品生産一般を、資本制的商品生産と同一

視する。A．SmithidentificirtWaarenproduktionOberhaupt
mitkapitalistischerWaarenproduktion．S．350．生産手段

される。

A・スミスが「資本のうち生産的労働者たちの維持のた

はもともと「資本」であり、労働はもともと賃労働であり、

めに投下される部分はt…‥彼」（資本家）「のための資本た

従って「有用的で生産的な労働者の数は…‥・常に彼らを働

る機能を果たした後……彼らの（労働者たちの）の収入を

かせるために充用される元本資本の大きさに比例する」。

「緒論」Thenumberofusefulandproductivelabourers，
なす」といっているのは、全く誤りである。HeempLoys
it
it，therefore，in maintaining productive hands only；and willhereafter appear，is every wherein proportion to

afterhaving servedin thefunction ofacapitarto him，it

［hequantityofcapitarstockwhichisemployedinsetting

COnStitutesarevenuetothem．p．316．

themtowork．p．Lv軋 ひと言でいえば、労働過程の相異
なる諸要因が初めから資本制的生産時代の扮装inden

労働力は労働者の手では商品であり、またそれは、彼が
その販売をたえず繰り返しうる限りにおいて、かれのため

CharaktermaskenderkapitaIistischen Pruduktionsperiode

に収入を構成する。それは販売以後に資本家の手で、生産

で現れる。したがって商品価値の分析は、この価値が一方

過程そのものの継続中、資本として機能する。ここで二度

ではどの程度まで投下資本の単なる等価をなし、他方では、

役立つのは労働力であって、労働力は、労働者の手ではそ

どの程度まで「自由な」、投下資本価値を補填しない価値す

の価値どおりに売られる商品として役立ち、それを買った

なわち剰余価値をなすかという考慮と、一致する。このよ

資本家の手では価値および使用価値を生産する力として役
立つ。

うにして、この見地から比較された商品価値の諸断片が、
こっそり、商品価値の自立的な「諸成分」に、結局は「あ

だが、労働者が資本家から受取る貨幣は、彼が資本家に

らゆる価値の語源泉」に転化される。

自分の労働力の使用を与えた後に、それ自身がすでに労働
生産物の価値に実現された後に、はじめて受取る。だから

さらに一つの結論は、商品価値が様々な種類の収入から

貨幣は、二度、まずは可変資本の貨幣形態で、ついで労賃

構成される、またはこれらの収入に分解されるということ

として機能するのではない。二度機能したのは労働力であ

であり、したがって収入が商品価値からでなく、商品価値

る。第一には、労働力はその販売のさいに、すなわち労働

が「収入」から成り立っということである。つまり、賃労

者に支払われるべき賃金の確定にさいし、商品として機能

働者によって生産された商品価値の部分−それは労働力

し、しかし第二に、この労働力は生産過程で資本として、

を購入するのに、またはむしろ資本家がそれを購入したの

すなわち使用価値および価値を創造する要素として、資本

ちに支払うために絶えず新たに役立つのだが−は、資本

家の手中で機能したのである。

家の労賃の源泉つまり労働者の収入源泉になり、全く同様

労働力は、労働者に支払われるべき彼の労働力の価格の

に、賃金労働者にたいする等価なしに作りだされた剰余価

等価物を、資本家が労働者に貨幣形態で支払う前に、すで

値は資本家の収入源泉となる。だが商品価値または貨幣が

に商品形態で供給している。だから労働者は、彼に資本家

資本価値として機能しても、商品価値としての商品価値

が支払うための支払い元本を自分で創造する。だがそれだ

anderNatureinesWaarenwerthsquaWaarenvverthまた

けではない。労働者が受け取る貨幣は、かれの労働力を維

は貨幣としての貨幣の本性は変化しないのと同様に、商品

持するために、つまり資本家階級と労働者階級とをその全

価値が後に収入として機能しても、商品価値は変化しない。

体において考察すれば、資本家だけが資本家としてとどま

A・スミスが取り上げる商品はもともと商品資本（これ
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は商品の生産に消費された資本価値のほかに剰余価値を含

して機能する部分全体は、社会的消費元本たるべき年々の

む）であり、つまり資本制的に生産された商品であり、資

労働生産物と一致することを、したがって年々の収入は、

本制的生産過程の結果である。だから資本制的生産過程が、

年々の商品価値のうちあらゆる階級の手に帰する配分が、

（したがって価値増殖＝価値形成過程が）、あらかじめ分析

消費のために規定された牛生産物で彼らに与えられるその

されなければならなかったはずである。この過程の前提そ

部分に等しいということを、明言している。

のものは商品流通であるから、この過程の説明はまた、そ

「国民一般の収入とは何であったのか、言い換えれば……

れと独立する商品分析を必要とする。A・スミスが「科学

彼等の年々の消費分を供給した元本の本性は何であったの

的に」たまたま正しいことをいっているかぎりでさえも、

か。これを説明するのは最初の四編の目的であるJ。To

彼はつねに商品分析、商品資本分析の機会に価値生産を考

explain in what has consisted the revenue of the great
body of the people，Or What has been the nature of

慮するにとどまる。DieWaaremitderA．Smitheszuthun
hat．istvonvornhereinWaarenkapitaI（dasauBerdemin thosefunds，Which，in differentages and nations，have
de「Produktion der Waare verzehrten Kapitalwerth，den SuPPlied their annuaIconsumption，is the object of
MehrwertheinschHeBt），alsodiekapitaIistischproducirte theseFourfirstBook． p．lvii．
Waare，das Resultat des kapitalistischen Produk−

なぜなら、年労働によって生産された商品価値は二つの

tionsprocesses；dieserhatteaIsovorheranaJysirtwerden

部分だけに分けることができる、つまり、一つは労働者が

mL）ssen，a．SO auCh derinihm eingeschIoBne Verwer−

彼の労働力のための等価を創出し、他は資本家のための剰

thungs−undWerthbildungsproceB．

余価値を生産する。第一番目のものは労賃として労働者階

DadessenVoraussetzungselbstwiederdieWaarencirkuraton 級の収入をなし、第二番目のものは資本家の収入として機
ist，SOerheischtseine Darstellung aIsoauch einedavon 能する。したがって二つの種類の収入は、収入であるがゆ
unabhangige und vorhergehende Analyse der Waare．
えに、（そしてこの観点は単純再生産の叙述では正しい）
Selbst soweEt A．Smith esoterisch vorObergehend das 年々の消費元本の相対的分前を表示し、消費元本において
Richtige trifft，njmmt er stets auf die Werthproduktion実現される。だからどこにも不変資本価値のための、すな
nur R臼Cksicht beiGelegenheit derWaarenanaryse，d．h． わち生産手段形態で機能する資本の再生産のための、余地

derAnalysedesWaarenkapitals，S．351．，Ⅱ／12．

はない。
A・スミスが、しかし、年々の労働の（あるいは商品）

ここでは、「A・スミスは商品生産一般を資本制的商品生

生産物の総価値を年労働によって新たに作りだされる価値

産と同一視する」こと、「労働過程の相異なる諸要因が初め

生産物、それは年々の労働生産物価値の山部を形成するに

から資本制的生産時代の扮装で現れる」こと、すなわち、

すぎないが、と等置したということは、彼が価値を作り出

貨幣が二度、可変資本形態で、次に労賃、労働者の収入と

す限りでの労動と労働の有用的性格とを区別しなかったが

して機能したのではなく、労働力がその．販売で商品として

ために必然であった。
「各国民の年々の労働は、その国民が年々消費するあらゆ

機能し、生産過程で資本として機能したのである。そして

る生活必需品を各国民に本源的に供給する（自然元本が与

「一つの結論は、商品価値が様々な種類の収入から構成さ
れる、またはこれらの収入に分解される」こと、が述べら

えられた労働の対象化された要素に移転することによっ

れる。
A tスミスは、農村における広範囲の家内工業を背景と

接的生産物から、またはこの生産物をもって他の諸国民か

て）元本であり、この生活必需品は、つねにこの労働の直

するマニファクチュア時代の商品生産と機械制大工業を基

ら購買された諸対象から、成立つ。」Theannuarlabourof

盤とする商品生産とを混同する。いわば同じ商品生産でも、

every nationis the fund which originally suppliesit with

自己労働を基礎にもつ私的所有と他人の労働の搾取にもと
づく資本制的私的所有の違いを区別することができなかっ

annually consumes，and which consist a（ways eitherin

た。労働が富の基礎であると捉え、国富増大に労働の生産

theimmediate produce of thatlabour，Orin whatis

力増大をおき、また多数の労働者の状態が資本Stockの蓄

PurChasedvv圧hthatproducefrom othernations．p．1vii．

allthe necessaries and conveniencies oflife whichit

積推進によって改善されるとする見地、さらに再生産視点

こうして、A・スミス『国富論』序文のなかに、スミス

の萌芽など、科学的面がみられたが、同時に、収入という
言葉にとらわれた皮相な見地、商品生産一般を資本制的商

再生産論の問題が、すなわち不変資本価値、生産手段の補

品生産と同一視したのである。6）

填欠如にいたる年労働による社会的消費元本、生活必需品
の生産、商品価値と収入の問題、生産物価値と価値生産物

そして、「3）不変資本部分」に移されたS．15．38−16．10

の等置につながる価値創造労働と有用的労働の同一視、が

で、次のように述べる。

確認されるのである。
そして第20章「単純再生産」第1節「問題の提起」に

A・スミスはその著書の緒論で、商品価値のうち収入と
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移された16．11−16．35では、「商品資本の運動は、

あとのための先取り。我々は例えば次のように見なそう。

生産的消費と同様に個人的消費をも含む」こと、W −G−

Ⅰ）生産手段の生産。 汀）消費手段の生産。

生産手段の現物形態で商品生産者の手もとにあるⅤ十M

W（g−W）・・・P・ W の運動から「社会的再生産の諸条件」

が述べられる。ここでA・スミス再生産論＝価値論の「総

＝（Ⅰ）は、消費手段の現物形態にあるC（Ⅱ）と交換さ

括」と同時に資本制的商品生産に基づく再生産論への接続

れる。ロ）の資本家階級は自分の不変資本を消費手段の形

がなされる。

態から再び消費手段の生産手段の形態に転換している。す
なわち、それがまた新たに労働過程の要因としても価
値増殖との関連で言えば−不変資本価値としても機能す

Ⅷ16．11−16．35

年生産物、つまり年々の商品生産物あるいは年々の商品

ることのできる形態に転換している。他方では、（Ⅰ）の労

資本の運動、すなわち流通形態VV −G−W（g−W）・・・P…

働力の価値Ⅴ（Ⅰ）と資本家（1）の剰余価値とが消費手

W の視点から社会的再生産過程を考察すれば、ここでは消

段に実現されており、生産手段の現物形態から収入として

費が必然的に一役割を演じる。けだし、出発点のW ＝W＋

消費される現物形態に転換されている。

△w、すなわち商品資本は、投下資本価値（不変的および可
変的）を含むとともに、剰余価値を含むからである。した

これまで第二部第二稿と第八稿を考察することで、A・

がって商品資本の運動は、生産的消費と同様に個人的消費

スミス再生産論の特質、それがマルクス再生産論にとって

をも含む。ebensowohldieindividuelleKonsumtionwie

もつ意味を考察してきた。A・スミス再生産論は、第二稿

dieproduktive．一方、G−W・・・P ・W −G およぴP ，W

でみたように生産と消費の一致を、その収入から構成され

−G −W・・・Pは、資本の運動が出発点および終点である。

るという皮相な価値論から帰結し、その教義Ⅴ十Mは、ス

これには確かに消費も含まれる、けだし商品は販売されね

ミス以後の経済学着たちに「正統的信条」として大きな影

ばならぬからである。この販売が前提である。これに反し

響を及ぼし、そして再生産の分析を困難ならしめたのであ

W なる運動では、まさにこの総生産物の各価値部分が、

る。だが同時に、スミスのもつ科学的な本能から事実上、

どうなるかが証明されねばならないということから、社会

資本の再生産が捉えられていた。この点は、第二稿では不

的再生産の諸条件が認識されうるのである。beider

変資本（第四の部分）が資本家の社会的視点と個人的な見

BewegungvonW

dieBedingungendergesellschaftlichen 地として、また総地代と純地代の区別として検討されてい

Reproduktion．総再生産過程は、資本そのものの再生産過

たが、第八稿では第二稿とは逆に、「固定資本の再生産、流

程を包含するのと同じ程度に、流通によって媒介される消

動資本の考察」、第一部門、生産財生産と第二部門、消費財

費過程を含む。

生産との二部門間の交換問題として論じられた。言わば、
マルクスの再生産論がA・スミス再生産論、その根底にあ

同等不変な規模での単純再生産は、一つの抽象として現
象する。その前提は、一定の価値をもつ社会的資本は、前

る価値論、二つの商品生産、「商品生産一般を資本制的商品

年度と同様に今年度も再び同一分量の商品価値を提供し、

生産と同一視する」を契機に深められたのである。

同一分量の欲望を充たす商品の形態は再生産過程で変
化しうるとはいえ−ということである。だが、蓄積がお

注

こなわれるかぎり、単純再生産はつねに蓄積の一部分をな

1）問題は第八稿でのスミス再生産論の理解である。な

し、したがって向自的に考察されるのであり、蓄積の現実

ぜ、マルクスはA・スミスを再生産論の導入にもちいたの

的一要因である。

か、いかなる点でA・スミス再生産論を評価したのか、で
ある。この問題について第二部諸草稿を独自に調査され、

使用価値の分量は同等不変でも牛生産物の価値は減少し
うる。使用価値の分量は減少しても価値は同一不変であり

マルクス再生産論の意味を問われている市原健志、「『資本

うる。価値分量と再生産された使用価値分量とが同時に減

論』第2部第3篇第19、20章と第2部第8稿（上）、（下）」、『商

少しうる。これら一切のことは、再生産が以前よりも好都

学論纂』第29巻第2，3号、同「『資本論』第2部の諸草稿

合な事情のもとで行われるか困難な事情のもとで行われる

とエンゲルスの編集について」、『商学論纂』第27巻第2号、

かに帰着するのであって、後の場合の結果は不完全な、不

および大谷禎之助、「蓄積と拡大再生産（『資本論』第2部

充分な再生産でありうる。これら一切のことは、再生産の

第21章）の草稿について」、上、下、『経済志林』49巻1号、

様々なる要素の量的側面に触れるのみであって、これらの

2号の諸研究がある。市原氏は2000年に『再生産論史研究」1

要素が再生産的資本として、または再生産された収入とし

（八朔社）を刊行されている。

他方、第二部第二稿については水谷謙治、名和降央氏の

て、総過程で演ずる役割には触れない。

草稿調査とその検討、「『資本論』第二部第二草稿（「第三章」）

16．35で横線をひきA・スミス再生産論を終え、続い

の未公開部分について」、『立教経済学研究』第33巻第1号、

て16．36−16．48で、「あとのための先取り」、すな

八柳良次郎氏の第二部第二稿第一編のロシア語版50巻1981

わち「社会的再生産の諸条件」が述べられる。

年からの翻訳がある。『マルクス・エンゲルス マルクス主
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義研究』4、5、6、7号。さらに『資本論体系4 資本の流

ついての従来の諸論述」、和田重司「アダム・スミスの再生

通・再生産』（1990年、有斐閣）で、井村菩代子「原典解説

産論」。『資本論体系4資本の流通・再生産』（1990年、有斐

第20章 単純再生産」、富塚良三「原典解説21章 蓄積

閣）。A・スミスの固定資本と流動資本については、拙稿
「アダム・スミスにおける資本論」『釧路論集』第38号2006

と拡大再生産」、および富塚良三『再生産論研究』（中央大

学出版部2007年）が発表された。そして2005年にエンゲル
ス編集『資本論』第二部がMEGAⅢ12としてE］本で編

年参照。
5）野沢敏治氏は「スミスの再生産論と社会認識」『商学

集刊行された。

討究』第30巻1、2、4号、32巻1号1979〜1981年で、「農工分

なお、第二部第一稿で「蓄積（たえず拡大される規模で

業の社会的再生産過程」、「近代的2部門分割のもとでの社

の再生産）」とあるが、『資本論』第一部第二版でも次のよ

うに述べている。第22章「剰余価値の資本への転化、第1

会的総資本の価値・素材補填と富の再生産」、「スミスはP
…Pを含むW …W の視座にたつことによって」と述べて

節 拡大された規模での資本主義的生産過程」、「だから具

いる。稲村勲氏は「アダム・スミスの資本蓄積論−アダム・

体的に考察すると、蓄積は拡大的規模での資本主義的再生

スミスの経済原理論と商業社会（3）」『札幌学院商経論集』

産過程である。」「蓄積過程あるいは拡大的規模での再生産

通巻43・44号1986年で述べる。「スミスは分業と年々の生

過程では、事情が変わってくる。」第2節「経済学の側での、

産物の関係を再生産の視角からとらえることによって、第

拡大された規模での再生産に関する謬見」。

二編の基本的課題が、商業社会を資財の蓄積と生産物＝商

2）これについては『資本論』第一部「第六章 資本の

品の拡大再生産の仕組みを原理的に解明する点にあること

蓄積過程1．資本主義的蓄積 b）剰余価値の資本への転

を示した。商業社会における資財の蓄積は、二つの商品生

化」1867年で、次のように述べている。

産関係（単純商品生産関係、資本制的商品生産関係）を、

「A・スミスは、蓄積とはたんに生産的労働者による剰余

ともに対象として含めることによって成立するものであ

生産物の消費であり、あるいは、剰余価値の資本化とは剰

る。」

余価値がたんに労働力に転化されることである、と述べる

稲村氏は、スミスの再生産を固定資本と流動資本、農工

ことを流行させた。・・・リカードやその後のすべての人々が、

分業による素材的補填、価値的補填から捉え、社会的流通、

A・スミスの誤りを口まねして『収入のなかで資本につけ

再生産論の問題を検討されている。また「下層および中流

加えられると称される部分が、生産的労働者によって消費

階級の人々」こそが「商業社会」の「自然的進歩」の担い

される』というが、これほどひどい誤りはない。この考え

手である人々とされている。また赤間道夫氏は「再生産成

方によると、資本に転化される剰余価値はすべて可変資本

立の学説史的基盤」『商学論集』47巻3号1979年で「スミス

になってしまうだろう。そうではなくて、この剰余価値も、

のドグマ＝Ⅴ＋Mドグマ」を検討され、さらに酒井進氏は

本源的に前貸しされた価値と同様に、不変資本と可変資本

「アダム・スミスの＜経済表＞−『国富論』体系とスミス再

生産論」『専修経済学論集」］vol．15，No．11980年で、スミ

とに、生産手段と労働力とに、分けられるのである。
労働力は、それの機能一労働一によって生産手段を消費

スの再生産論がP…Pフォーミュラにもとづくことを示さ

する。二れと同時に、労働力の購買に支払われた貨幣が、

れている。他方、藤塚知義「アダム・スミスの資本論」

『生産的労働』によってではなく、『生産的労働者』によっ

『金融経済』No200では、A・スミスの資本、StockとCapital

て消費される生活手段に転化する。……私は第二部の第三

の用法、その影響を当時の資料から考証されており、スミ

章で、現実の関連を分析するであろう。そこでは、A・ス

ス「資本」概念を理解するうえで貴重である。

ミスの後継者全員に継承された教義が、経済学にたいして

6）「『資本ストックの蓄積と土地の占有との双方に先立

社会的再生産過程の基本的機構を把握することさえ妨げた

つ社会の初期未開の状態』では、生産物はそれを労働で取

ことが、明らかになるであろう。」MEGA皿／5，S．474f．

得した労働者に帰属し、その価値は投下労働量ではかられ

蛇原良一『古典派資本蓄積論の発展と労働者階級』法政

て（異種労働は市場のかけひきによって等質化されて）、等

価の交換が行われるという、第一編第五章のスミスの説明

大学出版局1974年。

は……」、「スミスが原始未開の社会での労働から、議論を

3）本文では、エンゲルスによる表題を利用した。市原
氏は、「4）A・スミスにおける資本と収入」の冒頭にある

はじめることができたのは……産業革命が始まったばかり

「3）」を、「3）不変資本部分」にある「1）A・スミス

のイギリスでは、自分の労働と道具で生産する独立生産者

は商品の価値を、賃金労働者が…」、「2）個々の産業事業

が、まだ広範に存在したからにちがいない。それだから利

で個々の各労働者・・t」に対応するものであるとされている

潤と賃金の区別もつけにくくなるのである。」水田洋『国富

が、疑問である。本文で示した私の区分のように、むしろ

論』「解説」。「資本・ストックの蓄積と土地の占有との双

3）から、内容が大きくかわるのではなかろうか。「『資本

方に先立っ社会の初期未開の状態」に関連して、稲村勲氏

論』第2部第3篇第19、20章と第2部第8稿、（下）」、『商

は「単純商品関係と資本制的商品生産関係の相互対流的展

学論纂』第29巻第3号。

開関係」を検討されている。「アダム・スミスの経済原理論

4）吉原泰助「ケネー経済表」、なお同「第19章 対象に

と商業社会（1）」『札幌商科大学論集」】第31号1982年、「同

l口ざ

A・スミスの再生産論

（2）」『札幌学院経済論集』通巻38号1986年。「国民経済
学が『社会の初期未開状態』と『資材の蓄積と土地の占有』
以降の、労働の結果としての生産物の取得における変化を
問題としたのに対し、マルクスは資本主義的な私的所有を
再生産する過程としての労働の疎外そのものを問題とし
た」という渋谷正「第1章 経済学批判と唯物史観1840年
代」『資本論体系1 資本論体系の成立』（有斐閣、2000年）
も注目される。

−199一

