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収 穫 逓 減 法 則 と 差 額 地 代

一
大内力氏の所説をめぐって

一

保  志
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調としてとらえ,さ らにそれの障害となる近代的

土地所有を批判する体系として構築されている。

収穫逓減法則基調にもどして しまうと,資本論体

系は根本的にちがったものになる。大内氏の作品

を通 じて,こ の差異と要因を追跡 し,資本論体系

における地代論の真意の把握に資 したいと思う。

1.差額地代と収穫逓減法則

大内力氏の著作『地代と土地所有』における地

代論の展開は,「第一章 市場価値法則と差額地

代」「第二章 差額地代と収穫逓減法則」「第二章

差額地代第 Ⅱ形態について」「第四章 最劣等地

の差額地代」「第五章 絶対地代について」「第六

章 地代と土地所有」という構成になっている。

地代論の範疇展開 じたいにとっては,第一章での

市場価値法則の把握が重要な意義をもっているが ,

これと,第二章での収穫逓減法則を基調とする把

握が重層することで,地代の諸形態の大内氏流の

把握が展開してゆく。そこで,ま ず,第二章にお

ける大内氏の展開要旨を,少 し長 くはなるが,氏

の真意を損なわないように引用 したい。そこでは
,

差額地代を理論的にとらえたばあい,収穫逓減法

則,下向序列で考えるべきであることが強調され

ている。 しかして,こ のことの論証において,大

内氏流の市場価値法則把握に依拠 しているのでそ

の点は次項で問題としたい。

大内氏は,「差額地代 と収穫逓減法則」におい

て,ま ず,資本論における差額地代展開の基本表 ,

第 1表を掲げて,次のように論 じられる。「だが ,

この表を上向序列的に考えたばあいには, じつは

つぎのような暗黙の前提がおかれていることに注

′
陶

は し め に

≪資本論体系≫ における地代論の展開におい

ては,土地収穫逓減法則の批判のうえに,土地収

穫逓増法則が基調となっている。この点は重要な

ことであって,筆者 もこの点について近作におい

てふれている
1)。

もし,土地収穫逓減法則が正 し

いとすると,マルサスの云うように,人口の増加

に食料の供給は追いつかないことになり,人類の

前途に展望を見出しえなくなる。それが真理であ

れば仕方がないのであるが,少 くとも,科学史 ,

技術史的にみてそういうことはあるまい。

さて,最近,大内力氏の著作『地代と土地所有』

をやや丹念に読む機会が与えられた
2)。 この作品

について,筆者はかって簡単な批判を加えたこと

があるが
3),そ の後はむ しろ,『資本論』等の古

典理解に埋没 していたのであった。その一過程を

経て,再びこの作品に接するにおよび筆者の理解

する ≪地代論体系≫ との距離の大きさを改めて

痛感させられたのである。それは,差額地代第 I

形態,第 Ⅱ形態の形成,地代転化のメカニズム
,

虚偽の社会的価値の理解,さ らには,価値と使用

価値,土地と資本,平均利潤と超過利潤,範疇規

定と力学的規定等,資本論体系の基礎的諸範疇の

理解にまで広汎な分野にわたる。そしてこのよう

な筆者の理解との差をもたらしている一因に,収

穫逓減法則を基調にして地代論を構築するか,収

穫逓増を基調にして地代論を構築するかという差

異が存することをいまさらに痛感 したのである。

云うならば,資本論の地代論は,収穫逓減を基調

とするリカー ドの地代論を克服 し,収穫逓増を基
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意 しなければならない。すなわちいま Aだけが

耕作されている状態から出発 して,Bが くわわっ

たとしよう。そうすれば B地には 60シ リングの

地代が生ず るであろうが,そ れはじつは B地が

ちょうど2ク オーターを生産 しうるだけの面積 し

か存在 しないことを前提としてはじめていいうる

ことなのである。なぜならこのばあい穀物にたい

する社会的需要は 3ク オーターと仮定されている

のだか ら,も し B地が 1エ ーカーではなく2エ

ーカー以上存在 しているとするならば,と うぜん

A地は耕作圏外にお しだされて しまい,穀物価

格はクオーターあたり 30シ リングに低下 して地

代は消滅 して しまうからである (中 略)上向序列

のもとでも地代の成立が可能だというのは, じつ

は優等地がつねに,穀物の社会的需要に対する関

係においては相対的に僅少な量において しか与え

られないということを前提としているのであり,

もしこのような前提がなければ,地代はそもそも

成立 しないということになるであろう。」
4)「 この

点は下向序列で考えたばあいとは基本的に異なる

点である。すなわち,下向序列で考えるならば ,

D地がまず耕作 され, しかも Dの供給量では社

会的需要が満たせな くなったときはじめて Cが

耕作圏内にはいって くる。そのばあい C地の量

は限定される必要はすこしもない。C地がきわめ

て大量に存在 していたと考えても,D地 に無条

件に地代が生ずるのである。」
5)「 このような差

が生ずるのは差額地代の性質から考えてとうぜん

のことである。差額地代は,第 1形態にかぎって

いえば,土地の自然的条件に差があり,特定の相

対的に優良な土地について特定の資本がこれを独

占的に支配 しうることを基礎にして成立する。こ

のばあい,い うまでもなく特定の相対的に優良な

土地を,特定の資本が独占的に支配 しうるという

条件は,じ ゅうぶん重要視されなければならない。

たんに土地の自然的条件に差があるということだ

けでは,むろん差額地代は成立 しえない。なぜな

らいかに差があろうとももし最優等地が じゅうぶ

ん大量に存在するならば,その優等地だけが耕作

され, したがって地代もその基礎になる超過利潤

もおよそありえないからである。」「 このことがは

っきりするならば,差額地代を抽象的・理論的に

考えるばあいには下向序列において考えるのがと

うぜんだということのいみもおのずから明らかに

なるであろう。というのは,すでに明らかにした

ように,下向序列において考えるならば,われわ

れはいわば無条件的に地代の成立を論証すること

ができる。ただし,豊穣な土地から豊穣でない土

地への移行ということは,そのなかに,と うぜん

豊穣な土地がすでに耕作されつくしており, した

がってそこに資本の独占を成立せ しめつつ,よ り

豊穣でない土地へと耕作がすすんでいっているこ

とを含蓄 しているからである。だからここでは
,

耕境が動 くたびに地代が発生 し増大 してゆくこと

を無条件的に論証できることになるであろう。」

「 ところがもしわれわれが上向序列を考え, しか

もつねにより豊穣な土地へと耕境がひろがってゆ

くものと考えれば,それだけではわれわれはけっ

して地代の成立を論証 しえないのである。われわ

れはべつに,それにもかかわらず優等地には,社

会的需要にたいする相対的な関係からいえば,せ

まい限度があり,劣等地の耕作が不可欠であるこ

とを,そ のたびに仮定 しなければならないことに

なる。」
6)

歴史的具体的な事実として優等地の制限性はい

えても「上向序列のなかで差額地代の発生の必然

性を論証するということは,抽象的原理的に規定

された世界のなかでは困難なのであり,いわば具

体的な,歴史的に与えられた事実を密輸入 しなけ

れば しえないことだといわなければな らない。

われわれが問題だというのは,ま さにその点なの

である。」
7)

なお,関連 して,第 Ⅱ形態の差額地代について

第 1表 差額地代の基本表

土地種類 地   代
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同じことがいえるとして「 ここでももし同一の土

地に,資本をつみ重ねてゆけば,収穫がさいげん

もなく逓増してゆくということがいえるとすれば ,

農産物の社会的需要はきょくたんなばあいには,

1エ ーカーの土地のうえに大量の資本を投下する

ことによってすべて満たされて しまうとも想定 し

うるであろう。そうなれば,その 1エ ーカーをの

ぞいたほかの土地は耕作されないことになり,地

代はただその 1エ ーカーについてのみ問題になり

うるにすぎないことになる。 しかも,こ のように

追加投資によって生産性がたえず逓増 してゆくと

いう形で考えるとすれば,と うぜん技術がそれに

よって改善されていっていることを想定 しなけれ

ばならない。そしてそういう技術的改善は,おそ

らく投下資本の単位を大ならしめるにちがいない。

したがってか りにこの土地に 50シ リングの資本

が 6回投下 されたとして もそれはやがて 1∞ シ

リングの資本が 3回投下 されたもの,も しくは

300シ リングの資本が 1回投下されたものとして

扱われるようになるであろう。そのように考えれ

ば,こ のばあいには,こ の 1エ ーカーの土地につ

いてさえ,地代が成立 しないことが考えられるの

である。」
8)

以上のような,差額地代第 1形態,第 Ⅱ形態を

通じて,下向序列,収穫逓減法則を基調とするこ

とによってのみ理論的に,そ の形成のメカニズム

をとらえ得るという大内氏の所説をめぐって,諸

側面から検討を加えてゆくこととしたい。

2.価値と使用価値,市場価値と市場価格

さて,耕作序列の問題検討の前提として,差額

地代形成論理についての大内氏の把握の仕方を ,

「第一章,市場価値法則と差額地代」についてみ

ておきたい。 というのは,こ こでの把握の方法

=論理が,第二章の展開においても貫ぬかれ,収

穫逓減基調を導いていると考えるからである。大

内氏はここで,差額地代を「虚偽の社会的価値」

とするマルクスの規定を批判され,虚偽ではない
,

真実の価値であることを主張されている。ここに

は大内氏独特の市場価値法則理解が展開されてい
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る。

大内氏は次のように云われる。「価値法則が一

面において,いかなる社会にも必要とされる労働

の配分を,商品交換をつうじで規制する法則性で

もあることは,さ きにふれたとおりである。とこ

ろでこのような労働配分はどのようにしておこな

われるのか。いまあるひとつの生産部門が生産力

の増大がみられ社会的需要をみたすためには,よ

りすくない労働をもってたりるようになったとし

よう。そのばあいさしあたりこれまでと同じ量の

労働がその部門に配当されていれば,と うぜんそ

の商品の供給は過大になり,そ の価格は低落する。

そして新たな価値水準にみあう社会的需要におう

じた生産量のところまで労働量が減少されなけれ

ばならないことになる。このようにして,労働の

配分は価値変動をつうじて調整されてゆくことに

なるのであるが,そのことは商品の価値がその再

生産に要する労働によって規定されるということ

にほかならないであろう。価値が現存の生産条件

によって規定されるというのもこのような運動の

なかにおいていいうることなのである。」
9)

この市場価値法則把握の根本的問題点は,使用

価値と価値の混同,市場価格と市場価値の混同で

ある。使用価値は価値の前提である。このことは

個別商品においてかんたんに云いうることである

が,社会的生産物量のなかで展開 して規定 してマ

ルクスは次の如 く述べている。「使用価値は個々

の商品の場合にはその商品がそれ自体として一つ

の欲望を満たすかどうかにかかっているとすれば ,

社会的生産物量の場合には,こ の生産物量がそれ

ぞれの特殊な種類の生産物にたいする量的に規定

された社会的欲望に適合 しているかどうか, した

がって,こ れらの量的に限定されている社会的欲

望に比例 して労働がいろいろな生産部門に均衡を

保って配分されているかどうかにかか っている

(こ の点は,い ろいろな生産部面への資本の配分につ

いて考慮に入れなければならない)。 社会的欲望,す

なわち社会的規模での使用価値がここでは社会的

総労働時間のうちか らいろいろな特殊の生産部面

に割り当てられる部分を規定するものとして現わ

収穫逓減法則と差額地代
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れるのである。 しかし,それは,すでに個々の商

品の場合にも現われるあの同じ法則で しかない。

すなわち,商品の使用価値は商品の交換価値の ,

したがってまた商品の価値の,前提だという法則

である。」
10)

このような価値の前提である使用価値の条件設

定,需要と供給の均衡を調節するのは市場価格の

機能なのである。「ある商品がその市場価値どお

りに売られるためには,すなわちそれに含まれて

いる社会的必要労働に比例 して売 られるためには ,

この商品種類の総量に振り向けられる社会的労働

の総量が, この商品にたいする社会的欲望,すな

わち支払能力ある社会的欲望に対応 していなけれ

ばならない。競争,需要供給関係の変動に対応す

る市場価格の変動は,それぞれの商品種類に振り

向けられる労働の総量を絶えずこの限度に引きも

どそうとするのである。」
11)需

要供給を市場価格

の変動が均衡 させる。「需要と供給との不均衡や

その結果としての市場価値からの平均価格の偏差

をみてとることほどたやすいことはない。ほんと

うの困難は,需要と供給との一致ということが意

味 していることの規定にあるのである。」
12)「

市

場価値がなんであろうと,それを取り出すために

は需要と供給とが均衡 していなければならないと

いうことは,平凡な経済学者でも認めざるを得な

いのである。すなわち,需要供給関係が市場価値

を説明するのではなく,逆に市場価値が需要供給

の変動を説明するのである。」
13)

このようなとらえ方によって,市場価格と市場

価値とを区別 し,使用価値と価値とを区別するな

らば,大内氏のような市場価値法則の理解には決

してならない。大内氏は,需要供給の変動による

市場価格の変動を市場価値の変動と同一視される。

しかし,市場価格は需要と供給とを一致させるよ

うに変動するのであり,長期的に市場価格は,生

産価格 =市場価値に均等化される。しかして市場価

値の大きさは,抽象的人間労働の社会的必要労働時

間によって規定されている。この「必要」のなかには,

使用価値的側面での「必要」が前提になっている

のであるが,直接それが市場価値の変動要因では

ない。市場価値の大きさを規定する「社会的必要」

は,現存の社会的,標準的な生産諸条件 と労働の

熟練および強度の社会的平均度とをもって,ある

商品を生産するのに必要とされる労働時間である。

ただし,こ こでの標準的な生産諸条件は資本によ

って産出されうる諸条件であって,独占されうる

自然力,土地条件等は,自 由競争が成立 しないの

で,こ の規定外におかれ,差額地代形成要因とな

るのであるが……。

なお大内氏は,価値の大きさを再生産労働時間

と規定される。大内氏の市場価値把握では,価値

は実体たる労働時間と乖離せざるを得なくなるの

で,本来,価値は実体たる労働時間と乖離 したも

のであることを示すために,再生産労働時間とし

て,生産力発展による価値革命を価値規定のなか

にとりこまれたのであろうか。生産力発展,技術

水準の上昇によって現存資本,と くに固定資本の

道徳的磨損,価値減少が進行する。このことは資

本主義経済の危機の一局面を形成する。固定資本

の循環は,価値法則による資本主義経済の循環に

おいて,矛盾多き局面であって,それが経済恐慌

の一規定要因でもあり,恐慌がその矛盾を調整す

るともいえる。

だが,こ うした要因は,価値規定の次元でとり

入れるべきことではないであろう。最も抽象的規

定である価値規定では,生産力発展によって,商

品価値の大きさはそれに反比例 して変動するもの

であることに言及 して,矛盾の展開を示唆 してい

れば足りる。資本主義経済の動態的変化,生産力

と生産関係の矛盾の展開は,価値規定の次元でや

るべきではない。価値規定の次元では,最 も抽象

的均衡条件を仮定 し,生産 =再生産条件 と設定し

て展開しなければならない。そのとき,総価値=

社会的総労働時間となる。 これが資本主義経済の

理想的均衡条件である。生産力発展は,こ のバラ

ンスを崩 してゆき,やがて資本主義経済の危機に

連なる。その矛盾把握のためにも,ま ずおさえて

おくべきは,資本主義経済成立の理想的均衡条件

でなければならない。価値規定の意義はそこにあ

ろう。



使用価値 と価値との混同,市場価格と市場価値

の混同から脱却すれば,大内氏の市場価値法則の

特殊性に残るのは,次の資本論の一行からくる見

解である。「市場価値は,一面では一つの部面で

生産される諸商品の平均価値と見られるべきであ

ろうし,他面ではその部面の平均的諸条件のもと

で生産されてその部面の生産物の大量をなしてい

る諸商品の個別的価値 と見 られ るべ きであろ

ぅ。」
14)大

内氏は,市場価値について平均規定と

大量規定の二つの規定があるとし,大量規定のば

あいには,中位大量のばあいを除くと,上位大量 ,

下位大量のばあいには,総価値 =総生産価格にな

らないとし,価値法則を,総労働時間=総価値=

総生産価格ととらえることを拒否される。大内氏

のとらえ方のばあい,需要と供給の次元の問題を

市場価値形成に入れてゆ くので混乱 していたので

あるが,それは市場価格が均衡させてゆくことで

解決 した。残るのは,一つの生産部面での生産力

競争であり,それは生産条件が資本によって産出

しうる一般的条件のばあい,中位平均化の一般的

傾向をもつことで,かんたんに解決するのではな

いか。資本論のこの部分の叙述は,市場価値を論

じつつ,若千市場価格の変動にも論及しているの

で,わかりにくいのであるが,その部分のあとで
,

使用価値と価値,市場価値 と市場価格とをはっき

りわけて論 じ,混乱に埋没 しないように注意をう

ながしているのである。中位大量と上位大量,下

位大量の区別は,こ とが らが中位のばあいには単

純な算術平均で出てくるのであるが,上位,下位

大量のばあいには,加重平均でなければならない

ことの注意にすぎず,いずれのばあいにも価値規

定の一層の発展である。「事柄が最 もわかりやす

く示されるのは,全商品量,つまりさしあたりは

一つの生産部門のそれを一つの商品と考え,多数

の同種商品の価格の総計を一つの価格に合計され

たものと考えてみる場合である。そうすれば個々

の商品について云ったことが,今度はそっくりそ

のまま,市場にある一定の生産部門の商品量にあ

てはまる。商品の個別的価値が商品の社会的価値

に一致するということは,今では,商品総量はそ
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の生産に必要な社会的労働を含んでいるというこ

とに,そ してこの商品量の価値はその市場価値に

等 しいということに,現実化されており,言 い換

えれば,い っそう進んで規定されている。」
15)

価値は純粋に社会的な量的規定性であって,質

を含まない。そして量的規定性 としての労働 との

関係は厳密なものである。勿論資本主義社会は ,

価値法則の貫徹を無政府的競争で行うのであるか

ら,不均衡の中での均衡ではあるが,資本主義が

成立 しているかぎり長期的にその均衡に向う必然

性を有するのである。価値法則を厳密に考えない

と,資本主義社会の矛盾を把握する基礎視点を喪

失 して しまう。

か く考えてゆくと差額地代を把握する視点 も明

確になろう。それは基本的に市場価格ではなく市

場価値規定として検討すべきなのである。資本論

における叙述においても,ま ず「第二八章 差額

地代 総論」があって市場価値規定から差額地代

の一般的概念が考察されており,そのうえで「第

二九章 差額地代の第 1形態」が くる。ここで
,

耕境変動の問題が入ってきて,需要供給の変動 ,

市場価格の変動が入り,耕作順序の問題も出て く

る。 しか し,そ れは本質論が市場価値論として展

開されたあとの展開である。 したがって需給関係

からいえば,豊度差のある一定の土地面積が需要

を満たすものと考えれば足りる。そのなかでの生

産力競争において,独占されうる自然力=優等地

は資本によって産出しえぎる生産条件であるがた

めに,競争によって均等化 しえず,最劣等地の生

産価格が市場価値となるのである。 したがってこ

の市場価値は,労働の実体を欠如するという意味

で「虚偽の社会的価値」なのである。大内氏のば

あいには,市場価値 =市場価格で,需給による価

格変動 も市場価値になってしまうのであるか ら,

虚偽の社会的価値 も,虚偽ではなくなってしまう。

そもそも,社会的労働 という価値実体との関係が

市場価値形成から切断されてしまう。

大内氏の理論の一つの特徴は,範疇の形態規定

を実体から切り離 して しまうところにある。価値

を労働から切 り離 し,地代を土地から切り離され

収穫逓減法則と差額地代
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る。 この後者の点は次項で扱 うこととしよう。

3.耕 作序列,農業恐慌,土地 と資本

さて,こ こで,最初に提起 した問題,上向序列 ,

下降序列の耕作序列の問題に入るとしよう。大内

氏は最初に引用 したように,下向序列耕作のばあ

いには,新たに耕作される土地は無制限に存在 し

ても差支えないが,上向序列のばあいには優等地

が社会的需要に対する関係において相対的に僅少

な量 しか与えられていないことを耕境が動 く度に

確認 しなければならない。ここに原理論の世界と

は異質の歴史的事実を密輸入しなければならなく

なる。 したがって差額地代を抽象的理論的に考え

るばあいには下向序列で考えるべきだとされ,収

穫逓減法則を基調としないと差額地代の成立を論

証出来ないとされる。

この議論に対 して,以下二つの視点から反論 じ

たい。第一に,すでに前章で確認 したように,差

額地代は市場価値法則の土地耕作への貫徹から生

じるのであって,市場価格から生ずるのではない。

市場価格の変動による需要と供給の調整は,その

前提となっているのである。そして,市場価値法

則からする差額地代成立の前提は,二つの等量の

資本および労働が,自 然力の異った土地に用いら

れて不等な結果を生むということであって,「二

つの」ということは理論的前提である。資本論体

系では,第二八章で,市場価値法則からする差額

地代の本質,一般的概念が考察されているが,自

然力独占と一般という「二つの」条件の下におい

てである。そ して第二九章,差額地代の第 1形

態で耕作序列が考察されるのであるが,こ こで需

要と供給の変動,市場価格の問題が入ってきても,

「二つの」の理論的前提をくずすような条件導入

は,大内氏のいわれる「原理論」の世界において ,

約束違反といわなければならない。大内氏のばあ

い,氏の市場価値法則,差額地代の形成は,市場

価格の世界において行われるので,資本論での
,

第二八章と第三九章とは位置が逆転するのであろ

う。それゆえに, ここで絶えず「二つの」を確認

せざるをえず,収穫逓減法則基調に到達される。

これは,氏の価値法則,市場価値法則に対する誤

った把握に基づ くといわざるをえない。その内容

は前章で展開 したごとくである。

第二に,「二つの」「不等の結果」という理論的

前提のもつ意義について,い ま少 し考えてみたい。

そのばあいには,「土地」「土地条件」ということ

について,大内氏の嫌われる「歴史的事実」につ

いて考えざるをえない。土地は地球の表面の一定

部分であって,人間労働,資本が産出した条件で

はない。大内氏は,土地と資本とを強引に同一視

しようとされるが,理論も事実にもとづいて形成

されなければならないだろう。地球の表面はその

生成の歴史からいって,千差万別であり,一見似

たような条件にあるようにみえても,位置,豊度

で全く同じ条件の土地などありえない。大内氏は

優等地の制限性のみ問題とされるがそれは一面的

であって,その背後にあるのは土地の有限性であ

る。そして,土地条件の千差万別という歴史的事

実である。だから或る一つの優等地が社会的需要

を充足 し切ることなどありえない。新優等地が従

来の優等地を駆逐 しても,その耕作圏内において

新たなる耕作序列が形成されるのである。あくま

で,歴史的事実を「密輸入」というふうに位置づ

けるとするならば,差額地代の成立のためにまず

確認 しなければならないのは,すべての土地の豊

度 と位置が全部同じではない,と いうことであろ

う。全部均等化,均質化されていれば差額地代は

成立 しない。 しか し,土地条件を資本が産出する

条件と同一視 したとすれば,こ のことは確認でき

ない。土地が地球の表面であって,人間が作った

ものでないという「歴史的事実」の上に差額地代

論は成立 している。上向序列にしろ,下向序列に

しろ,「二つの」という前提が,需要供給関係か

ら崩されることは,資本主義の発展段階における

歴史的事実としてないし, したがって理論的にも

考える必要なく,収穫逓減でなければならない理

由もまたない。

さて,以上指摘 した二点に関して若千付言 して

おきたい。第一に,「二つの」「不等の結果」とい

う前提であるが,それをもう少し資本制農業の現



実に近づけて云いかえると,差額地代は,異質の

等級の土地の一定面積が社会的需要に対する関係

において競争圏内におかれ,そ こに資本家的経営

が成立 しているということを前提にして考察され

ている。 しか し,現実には,一定の土地の競争圏

外への駆逐ということも生 じうる。それは差額地

代の危機であり,資本家的経営の危機である。資

本論では,この危機=農業恐慌も考察されている。

需要と供給という次元に入りこんでゆけば,過剰

生産ということも考察することになる。農業のば

あい過剰生産は,大内氏も仮定されるような,上

向序列で,優等地が辺境開発で多量に生み出され ,

既存劣等地が耕作圏外に駆逐されるという形態で

生 じうる。ただし,それは地球上の土地の上に未

開発の優良な土壌が大量に存在するということ,

まさに「歴史的事実」を前提にするのであり,原

論での理論的展開にとっては,地代変動の次元で

考察されることであって,差額地代形成のメカニ

ズムのときに考察する必要はないのであるが。

資本論では,地代変動 についても第 2形態論

において, こまかく考察されており,地代=資本

制農業の危機についても,かなり深 く論及されて

いる。それは 19世紀末農業恐慌のばあいについ

てである。エンゲルスは,それを差額地代第Ⅱ形

態についてあらゆる可能性について多面的検討を

加えたのちに,差額地代形成の条件 (地代累積 )

は,ま た,差額地代の危機消滅の条件でもあると

して論 じたのである。曰く,「 この競争に対 して

は一 処女地的大草原地の競争にたいしても租税

の締め木にかかって倒れかかっているロシヤやイ

ンドの農民の競争に対 しても一
ヨーロッパの借

地農業者や農民は昔からの地代のもとでは対抗す

ることができなかった。 ヨーロッパでは土地の一

部分は穀物耕作では決定的に競争圏外に脱落 し,

地代はどこでも下がり,われわれの第二の場合の

変化 2,すなわち価格が下がり追加投資の生産性

が下がるという場合がヨーロッパの常例となり,

こうしてスコットランドからイタリアまでの,ま

た南フランスから東プロイセンまでの地主の悲嘆

とはなったのである。」
16)
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農業恐慌による地代危機のばあいに注意すべき

は,それが単なる地代危機でなく,資本家的借地

農業経営の危機であることである。何故ならば ,

すでに一定の地代が成立 していれば,土地所有権

は,それを借地経営存続の前提として要求するの

であって,も しその地代を支払うとすれば資本家

的経営が成立 しなくなるからである。こうした ,

社会的需要に対する過剰生産,或土地種類の耕作

圏外への駆逐という問題は,こ れも農業恐慌論と

して原理論の枠内に論ずべきこととはいえ,差額

地代成立のメカニズムの検討のときに「密輸入」

すべきではないであろう。例えば剰余価値生産の

メカニズムの追求のときに,全般的過剰生産恐慌

での資本の危機といった要因を導入するのが,ナ
ンセンスなのと同様である。差額地代形成のメカ

ニズムの追求のときは,社会的需要を満たす一定

の競争圏の形成,そ こでの資本家的借地農業経営

の成立,異質な土地条件の存在等を前提にして論

ずべきことであり,そ のばあいには上向序列だろ

うと下向序列だろうと,形成のメカニズムに差異

はないこと,資本論で論証されているとおりではな

いだろうか。そして,ま さに歴史的事実として ,

一定の歴史段階において収穫逓増の上向序列が展

開し,農業恐慌が世界市場をおそったのであって ,

地代論の理論展開を,収穫逓減に限定 して しまえ

ば,農業恐慌を理論的に解明する視点をも喪失 し

て しまうであろう。

次に第二の点に関 して若千付言 しておきたい。

それは「抽象的原理的に規定された世界のなかで

は困難なのであり,いわば具体的な歴史的に与え

られた事実を密輸入 しなければ……」といわれる

さいの,原理の世界と歴史的具体的な事実との関

係である。筆者としてはごく常識的に,唯物弁証

法に立脚するかぎり,原理は歴史的具体的現象か

ら分析・下向することによって抽象されたものと

考えるのであって,決 して観念的な世界を構築す

るものとは考えないのである。だから,理論的な

ものと歴史的なものとは,展開方法は異なるにし

ても,一定の照応関係をもつのであって,そ の間

に万里の長城をおくべきではないと思うのである。

収穫逓減法則と差額地代
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大内氏の地代論の展開において気になるのは

「土地」という概念 ,「土地」と「資本」との概

念の把握,ま た,「資本所有」と「土地所有」と

の概念の把握等について,あ まりにも観念的と思

われることである。ここでは,すでにかんたんに

ふれたが「土地」という概念についていま少 しふ

えん してみたい。資本論中地代を論 じた「緒論」

には次の一文がある。「土地所有は,あ る人々が

いっさいの他人を排除して地球の一定部分を彼 ら

の個人的意志の専有領域として支配するという独

占を前提にする」
1で

なお,こ こには,水 も土地の

付属物として扱われる限り土地と解されると付言

されている。土地は地球の表面の一定部分である

という規定を銘記 しなければならない。地球は,

人類生存の前提条件であり,人類が生み出したも

のでない。 したがって抽象的人間労働の蓄積物で

ある資本とは本質的に異なる存在である。この点

は,資本論第一巻の価値規定の項でも明らかにさ

れていることである。曰く「使用価値である上着

や リンネルなど,簡単に言えばいろいろな商品体

は,二つの要素の結合物,自 然素材と労働との結

合物である。上着や リンネルなどに含まれている

いろいろな有用労働の総計を取り去って しまえば ,

あとには常にある物質的な土台が残るが,そ れは

人間の助力なしに天然に存在するものである。人

間は彼の生産において,ただ自然そのものがやる

とおりにやることが出来るだけである。すなわち ,

ただ素材の形態を変えることが出来るだけである。

それだけではない。この,形をつける労働そのも

のにおいても,人間はつねに自然力にささえられ

ている。だから労働は,それによって生産される

使用価値の素材的富の,ただ一つの源泉なのでは

ない。ウイリアム・ペティの言うように,労働は

素材的富の父であり,土地はその母である。」
18)

母なる大地,地球は素材的富の生産において労働

と並ぶ要因であって,土地を労働に解消すること

は出来ない。よ く誤解 されることであるが,「土

地資本」という概念において,あ たかも,土地が

資本化するように解する人がある。筆者から云わ

せれば逆に資本が土地化するのである。土地資本

の投下によって,劣等地を優等地に改良すること

は出来る。 しかし決 して新たに土地を創造するの

ではない。

土地は地球の一定部分であるから,資本とはち

がって有限なる存在である。優等地の有限性とい

うことの背景には土地の有限性ということがある。

それゆえ,土地所有の独占が独特の性格をもって

成立 した。それは古代において階級社会の成立の

ときに形成され,あ らゆる階級社会の成立,前提 ,

基礎となっていたのであり,資本主義は,こ の形

態を転化させて近代的土地所有形態を創出したに

すぎず,新たに土地所有の独占を創出したわけで

はない。

土地は,資本 〔労働の蓄積物〕とは本質的に異

なった範疇である。 しかし,資本主義社会はこれ

を,そ の再生産のために包摂 しなければならない。

そこに,困難,矛盾が伴うのは必然であり,地代

理論が複雑化するのも現実の矛盾の反映であろう。

4.差額地代第Ⅱ形態

差額地代第Ⅱ形態の把握の仕方にいたると収穫

逓減を基本に考えるか,収穫逓増を基本に考える

かで,天 と地ほどの差が出て くる。第 1項では,

1エ ーカーの土地の上に大量の改良資本を投下す

ることによって社会的需要を満たすことを考えれ

ば,追加投資は,何回の投資でも一回の投資と同

じようにしか扱えなくなり差額地代Ⅱは成立 しな

くなる。収穫逓減でないと,差額地代 Ⅱは成立 し

ないと論ぜられる。 しかり,大内氏の把握される

ような差額地代 Ⅱは,そ もそも存在 しないのであ

る。大体,技術というものは,つねに一つの農法

=総合技術体系として生産力化するものであって ,

第 1次投資の生産性,第 2次投資の生産性 とわ

けて考えること自体がナンセンスという外ない。

追加投資をその内容から考えてゆけば明らかなこ

とで, 化学1巴料からいくら, 農薬からいくら, ト

ラクターからいくらと分けて考えることなど出来る

ことではない。例えば中型技術体系の生産力段階

というふうにとらえられるのである。中型が大型

に変るときは,関連する技術要素すべてが変るか



ら,結局投資の,例えば 1∞ 万円段階から1,000

万円段階というふうに変るのである。

ところが,大内氏は,工業のばあいには,そ う

だが,農業では違うと論ぜ られる。曰く「工業に

おいては生産の拡大は同じ技術水準を前提とすれ

ば,すべての生産諸要素が同じ比率でもって拡大

されてゆき,い わば生産係数には変化が生 じない

ままでおこなわれる。 したがってここでは追加投

資それ自体の生産性は問題になりえないのであり,

ただ全体としての総投資の生産性だけが問題にな

りうるのである。ところが,こ こで問題になって

いるような農業生産のばあいには,土地面積はつ

ねに固定 しており,ただ他の生産諸要素だけが拡

大される形になっている。 このような生産係数の

変化は,同 じ技術水準を前提とすれば収穫逓減を

必然的にす るであろう。」
19)近

代農業において土

地面積を固定と考えることは筋が通 らない。近代

的土地所有と封建的土地所有のちがいは,土地所

有を純粋に経済的形態に変えたこと,自 由な私的

土地所有に変えたことにある。借地による規模拡

大が可能になったのである。たしかに農業技術の

発展には規模拡大が,社会的生産の拡大が必然で

ある。もっとも.規模拡大は,技術水準の上昇 ,

農法の高度化,収穫逓増を伴なわないようでは,

十分な経済効果がないのであるが……。 しかし,

いまここで農法論に深入りすることは止めよう。

ともあれ,近代的土地所有は,土地を流動化させ

たのであり,そ のことによって,生産力の発展に

資したのである。大内氏の立論は,あ たらない。

ただ,近代的土地所有のもとの資本蓄積の進行は,

地代累積,土地価格騰貴,土地資本投下の障碍か

ら,規模拡大,農業生産力発展に阻止的になって

ゆく。ここに近代的土地所有の限界があるのであ

り,近代的土地所有は大内氏の考えられるような ,

資本主義に全 く適合 した土地所有ではないのであ

る。そのことは農業の生産性の発展テンポの弱さ,

農工不均等発展の根拠たりうるのであるが,原論

的な次元において考えれば,農業が収穫逓減で ,

総、投:資が問題にならないということにはならない。

工業と同様,収穫逓増であり,つねに総投資が問
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題である。ただ,追加投資をする借地農業資本家

は,投下にあたり追加投資それ自体の経済効果を

計算はするであろう。 しかしそれは生産過程で元

投資と一体化することを前提にして計算するので

あって,そのうえで追加投資部分それ自体として

平均利潤以上の利潤形成を目途するであろう。 し

かし,現実資本化 した次元では,も はや区別出来

ない平均に分解するのである。

このように考えると,大内氏や リカー ドの考え

られるような差額地代Ⅱ,すなわち,最 も生産性

の低い投資によって市場価格が規制されるために

生産性のより高い資本に生ずる超過利潤というも

のは,一 土地所有の法則の作用による地代維持

という問題を捨象するならば― ありえない。で

は差額地代Ⅱとは何であろうか。資本論では次の

ように述べ られている。「ここではまず,差額地

代 Ⅱの場合の超過利潤の形成だけを考察すること

にし,こ の超過利潤の地代への転化が行われるた

めの条件はまだ問題にしないことにしよう。その

場合に明らかなことは,差額地代Ⅱはただ差額地

代 Iの別の表現にすぎないもので,事実上は Iと

一致す るものだということである。 (中略)どち

らの場合にも投資額は等 しいのに土地が違った豊

度を示すのであって,ただ,Iではいくつかの部

分に分かれて次々に投下されて行 く一つの資本の

ために同じ土地がすることを,Iで はいろいろな

土地種類が,社会的資本のうちからそれぞれの土

地種類に投下される等量の諸部分のためにするだ

けのことである。」
20)

つまり,超過利潤の形成のメカニズムに関する

限り, Iと Iの区別はない。Ⅱは,生産力段階の

高次元化というダイナ ミズムにおける Iである。

それなら.差額地代 Ⅱを敢えて問題にする必要が

ないではないかということになるが,追加投資が

行われてゆ くさいには,超過利潤の地代への転化

という次元において,い ろいろの問題が発生する

のであって,こ れを研究するのが,第 Ⅱ形態論の

課題であるといえよう。 この点については,さ き

に私見を展開 したので ここでは省略 したぃ 21)。

一口にいって,資本蓄積と土地所有の矛盾の検討

収穫逓減法則と差額地代
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ということに帰着 しよう。

5。 平均利潤と超過利潤,土地国有

大内氏は,理論的に農業技術の発展を収穫逓減

を基調においてとらえられる。このとらえ方は ,

農業における資本蓄積のメカニズムの平板な,停

滞的とらえ方と照応 しているように思われる。

大内氏の近代的土地所有把握の特質は,よ く知

られていることであるが,次の文章にあらわれて

いる。「ほん らい資本はその運動をつうじてたえ

ず利潤率を平均化させようとする作用をもってい

る。ところが,土地の自然的条件の差がこのよう

な運動を制限し,利潤率の平均化が達成できない

ばあいには,む しろ超過利潤を第二者に引き渡す

ことによって,平均化が実現されようとするので

ある。ここに差額地代 Iを基礎として,資本に対

立するものとしての土地所有が成立する根拠があ

った。」
22)「

農業のように,恒常的に超過利潤が

生ぜざるをえない条件のもとでは,それが個々の

資本家のポケットに流入 しないで,第二者に引渡

されるという機構が必然的にできざるをえないと

いうこと,い いかえれば差額地代を徴収する第二

者たる土地所有は,そ ういう資本の競争自体が必

然的に生みださずにおかないものであること,そ

の点がはっきりしないと,あ とのようなマルクス

の理解は生きてこないからである。それゆえ差額

地代においては土地所有はけっして前提されるも

のではない。むしろ差額地代自身が,土地所有を ,

す くなくとも最劣等地をのぞいてはつ くり出す必

然性をもっていることが強調されなければならな

いのである。」
23)

資本の本性に対するこのような理解は,一面的

といわざるをえない。なるほど,資本は一面にお

いて同一資本量に対 しては,同一利潤を求め,利

潤率の均等化,平均利潤率を形成 し,生産価格を

成立させる。これが有機的構成を異にする異種部

門間の資本の競争の論理である。 しかし,同一部

門内においては,特別剰余価値・超過利潤を追求

する資本間の生産力競争が展開 し,市場価値を成

立させる。部門内競争における個別資本の追求の

目標は,平均利潤ではなくて,超過利潤なのであ

る。むしろ,資本主義社会の歴史的な最大のメリ

ットは,超過利潤を追求するきびしい競争のメカ

ニズムにあるのである。資本主義社会において相

対的剰余価値の生産は,個別資本における特別剰

余価値の追求を媒介にして しか考えられないこと

は原論の教えるところである。利潤率の均等化運

動は,こ の超過利潤を固定化せず,たえず経過的

たらしめることによって,ますます,個別資本を

きびしい競争にかりたてる。

か くみてゆくと,超過利潤が恒常化 したばあい

に第二者に引渡す機構を作ることなど,資本の本

性にあることではない。土地所有者に引渡せば ,

生産的に消費される保証はなく,奢移的,不生産

的消費に傾 くこと必然である。土地貴族ののさば

っている国は永 く栄えたため しがない。

利潤分配の見地からは,ブルジョア的土地国有

(土地を資本の共同財産にし差額地代を手中にす

る。)は資本の本性にかなっており,筆者は,も

し,≪資本主義的土地所有≫を措定するとすれば,

ブルジョア的土地国有ではないかと思うのである。

大内氏は,土地国有になっても,国家が差額地代

を徴収するのであれば,私的土地所有とあまり変

りがないといわれるが,そ んなことはない。ブル

ジョア国家が差額地代を徴収すれば,それは,資

本制的農業の発展のために,生産的に再投資 しう

る。少なくとも,資本の利益のために投下 しうる。

私的地主の手に超過利潤が渡るのとは,たいへん

なちがいがある。

大内氏の地代論の特徴は,資本の運動を平均利

潤を基調にとらえ,超過利潤を軽視される。かく

ては,差額地代第Ⅱ形態における土地所有の介入

の意義,農工の不均等発展を理解することが出来

ない。後者についていえば,工業では超過利潤は

資本の手に入って, しかも経過的である。農業で

は,地主の手に入って固定的である。これに土地

資本の問題を加えて考えるならば,農工の不均等

発展の理論的必然性が理解 しうる。大内氏は絶対

地代論において農工の不均等発展の理論的必然性

を否定されるのであるが,超過利潤の形成 。地代



転化のメカニズムにおける農業と工業の差異に着

眼されるならば,そのような理解になることはな

かったであろう。

ただ,農工の不均等発展ということと,農業自

体の収穫逓増的発展の可能性とは別の事柄である。

農業において,借地契約期間中の追加投資によっ

て形成される超過利潤は借地農業資本家の手に入

りうるし,借地契約更新において,あ らゆる借地

農業資本家が資本の標準定量を投下 しているとの

前提での地代額が要求されるから,土地所有の側

からの追加投資強制もある。ただ,資本蓄積の進

行と共に地代額も増加するので,土地所有がます

ます障害となり,農業生産性の停滞,収穫逓減が

惹起される。収穫逓減は絶対的法則ではなく,む
しろ資本主義農業の危機の現象形態というべきで

あろう。

なおブルジョア的土地国有について,それこそ

がむしろ≪資本主義的土地所有≫である,と 述べ

たのであるが,それに関 して若千ふえんしておき

たい。マルクスは,資本主義的土地所有という範

疇は使っていないと思う。近代的土地所有という

範疇措定である。大内氏のようにとらえたばあい

に資本主義的土地所有というに値 しよう。即ち,

差額地代成立の前提としてあるのでなく,資本の

競争が必然的に生み出す土地所有であり,そ の機

能は,超過利潤を第二者に引渡 し,利潤率平均化

を達成する機構の形成であるとする。だが,土地

所有の独占は,近代になって生み出されたもので

はなく,階級社会の誕生のときに生み出された。

近代社会が前提として見出しているものは封建的

土地所有という形態 (あ るいは農民的分割地所有 ,

これ も土地所有の独占の一形態である。)におけ

る土地所有の独占である。資本制生産様式の発展

にとって,経済外的強制 (農民の土地緊縛),全

剰余価値の地代化という封建的土地所有形態は極

格である。そこで,土地所有の独占は維持 しつつ
,

土地所有形態を変革 し,経済的契約関係へ,地代

のなかみも,剰余価値の一分肢形態 (超過利潤)

へ転化させた。だから,資本制地代という概念は

措定出来る。だが,資本所有とは異質の土地所有
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の独占を維持することによって,近代的土地所有

者階級を一階級として措定 しているのであり,土
地所有の独占は農業における資本蓄積の発展につ

れて,資本との対立関係を発展させる。資本が生

み出す超過利潤を,寄生的第二者に譲り渡してい

ること自体,資本の論理としては矛盾である。だ

から,近代的土地所有は,資本と共生関係を持つ

と共に対立の関係ももつのであって,完全な資本

主義のための,資本による,資本の土地所有では

ない。だから資本主義的土地所有という範疇は使

えないと思うのである。近代的土地所有という範

疇を,マ ルクスが使った所以であろう。

ブルジョア的土地国有においては,絶対地代を

廃絶 し,差額地代は国家が徴収 し,資本の利益に

そって再投資される。この形態は資本の論理が土

地所有に貫徹 しているといえるので,資本主義的

土地所有というに値するかと思うのである。ただ

それならば,近代的土地所有の形成期に何故ブル

ジョア的土地国有にならなかったのかという疑間

も生 じよう。 しか,資本の創生期においては,農

民を土地から切り離 し,プ ロレタリア化せねばな

らなかったのであるが。それは資本の権力確立に

よる近代国家創成以前に進行させねばならなかっ

た事態である。か くて,前近代的土地所有諸形態

を自由な私的所有に転化させることが必要であっ

た。だが資本制生産が発展 し,相対的過剰人口が

形成される段階においては,ブルジョア国家も確

立しているし,理論的にはブルジョア的土地国有

を措定 し得る。それによって,国家が差額地代を

徴収すれば,労働者の土地からの疎外は維持 しう

るのである。

むすび― 雛 規定と力学的規定一

地代理論の論理構成は,範疇規定と力学的規定

の統一でなければならないだろう。範疇的形態規

定としては価値法則の貫徹 として,諸範疇が単純

な範疇から複雑な範疇へと展開 してゆく。この次

元においても,大内氏は,社会的総労働時間 =総

価値 =総生産価格という価値法則を否定されるの

であるが,そ れでは,資本主義経済の均衡と統一
,

収穫逓減法則と差額地代
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また矛盾把握の基準を喪失 して しまうことになる。

また,大内氏の市場価値法則は,使用価値と価値

の区別と統一に難があり,様々の混乱を生 じてい

る。そのうえさらに,大内氏は,自 己の把握する

範疇規定の概念的展開に力学的規定を従属させて

しまわれる。農業生産力の展開は収穫逓減でなけ

ればならないというわけである。 しか し,事実と

しては収穫逓増もありうるとされる。

力学的規定は,こ の近代農業の生産力の現実か

ら,資本主義農業の生産関係との矛盾を把握する

視点である。これは,範疇規定と並んで,経済学

原理論が展開すべき課題であると思う。そこでは,

近代農業の生産力展開の事実の客観的把握から出

発して,生産関係との矛盾を解明せねばならない。

近代農業の農学,技術,生産力について,マルク

スが実によく研究 していたことは,知 られている

ことであるが,近年わが国においても,加用信文

氏 らの優れた業績がある
24)。

小稿では,それに

ふれるゆとりはないのであるが,農業革命で達成

された輪栽式農法が,収穫逓増を可能にする農法

であったこと,一 限界もあるにせよ― は明ら

かである
25)。

範疇の展開と,力学的 。生産力展開の両面から

接近 してこそ,経済学は科学たりえよう。収穫逓

減の一面的強調は,正 しい地代理論の展開になら

ないであろう。なお,標題に関連 しては,常盤政

治氏はじめ,諸氏の議論があり,日 頃学んでいる

のであるが,紙数の関係もあり本稿では,大内氏

の理論検討に限定 した。他日を期 したい。

拙稿「土地所有と農業生産力」久留島陽三,保

志 拘,山 田喜志夫編『資本論体系,7,地代,収

入』(有斐閣,1984年 )163～171頁。

大内 力『地代と土地所有』(東京大学出版会 ,

1958年 )。 農村経済研究室の研究会で検討対象と

した。

3)拙著『戦後日本資本主義と農業危機の構造』(御

茶の水書房,1975年 )281～ 288頁。

大内 力,前掲書,64～ 65頁。

全上,65頁。

全上,66頁。

全上 ,68頁。

仝上 ,68～69頁。

仝上 ,17～18頁。

Marx, Das Kapital, Bd, Ⅲ, SS 649～ 650,

訳,大月版『マルクス・エンゲルス全集』25巻第 2

分冊 820～821頁。

Das Kapital,Bd,Ⅲ ,S202,訂t`と _上 ,25巻

第 1分冊,242頁。

全上,S199,訳 ,全上,238頁。

全上,S202,訳,全上,241頁。

仝上,SS 187～ 188,訳,全上,225頁。

全上,SS 191～192,訳 ,全上,229～230頁

Das Kapital,Bd,Ⅲ ,SS 735～ 736,訳 大月

版『全集』第 25巻第 2分冊,933～ 934頁。

仝上,SS 628～629,訳 795頁。

Das Kapital,Bd,I,SS 58～ 59,訳 ,大月版

『全集』23巻 ,第 1分冊,58頁。

大内 力,前掲書,115頁。

Das Kapital,Bd,Ⅲ ,S690,訳,前掲『全集』,

25巻第 2分冊,872～ 873頁。

前掲『資本論体系,7,地代,収入』の拙稿「原
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昭和 61年 7月 14日
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