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生産価格を主題いとする﹃資本論﹄第一一一巻第二篇﹁利潤の乎
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マルクスの開資本論﹄において成立する経済的諮法則や経済

化市場価格と市場価値超過利潤﹂においても︑超過利潤に

のうちに含む第二篇第一 O章﹁競争による一般的利潤率の平均

る@したがってここで問題とする超過利潤もまたこのような前

ついての言及がなされている︒第一 Q章の大部分は市場価値の

均利潤へのい転化﹂のなかに︑また特に﹁超過剰潤﹂をその表題

提において把握された概念相規定であることは勿論である 9超過

の関係についての分析にあてられており︑超過利潤ぷついては

規定︑市場価億と市場価絡との相互関係︑需給関係と市場価値

二七七

る利潤部分である︑ということができるだろう@以下︑マルク
﹁超過剰渦﹂と﹁地代﹂

利潤とは何かということをごく簡単にいえば︑平均利潤を越え

的諸範鴫もし︿は諸概念や諸規定は︑自由競争段階の資本制社

生産価格の叙述にさいして説明した﹂ハvLE六五四)と@
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‑ 罵静岡 Ht
のではない超過利潤﹂︹冨RFHP‑bg同もた三回定‑

わち偶然の売買とか市場価格の変動とかによって生みだされる

マルクスは次のように述べている@﹁正常な超過利瀬︑すな

スに依拠して超過利潤の本質を明らかにしよう︒

河
会を理念的平均において考察することによって把握されてい

超過利潤の概念

一一一絶対地代と超過利潤

ロ差額地代 H農業独自の超過利潤と﹁強められた労働﹂との関連

11資本的条件l ﹁平均原理﹂︑土地的条件￨﹁限界原理﹂￨￨

と

二七八

制的な生産価格と︑それとは遣う個別的生産価格との相違から
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市場価値の叙述のなかで﹁市場価値よりも低い個別的価値をも

が諸資本の傾向なのである@したがってまた︑ミの超過利潤

生ずる超過利潤︑ただこのような超過利潟だけを許容すること

は︑二つの違った生産部面のあいだに生ずるのではなく︑各生

っ商品は特別剰余値価または超過利潤を実現するが︑市場価値
値の一部分を実現することがでさない﹂ (KE一八八︑傍点 1 1河

一般的生産価格すなわち一般的利潤率には影響を及ぼさない

産部面のなかで生ずるのであり︑したがっていろいろな部面の

より高い個別的価値をもっ商品はそれ自身が人{白んでいる剰余価
野﹀と述べられており︑本章末尾では﹁以上述べたところから

で︑むしろ価値の生産価格への転化と一般的利潤率とを前提す

明らかになったように︑市場価値(これについて述べたすべて
のことは︑必要な限定を加えれば︑生産価格にもあてはまる)

るのである︒﹂

生産部門のなかで︑市場生産価格と個別的生産価格との相違に

右のマルクスの叙述からわかるように︑超過利潤とは︑同一

(VL

貰七六九︑傍点￨￨河野)

は︑それぞれの特殊な生産部面で最良の条件のもとで生産する

よって例外的に有利な生産諸条件を有する個別資本が入手する

人々の超過利潤を含んでいる@恐慌や過剰生産一般の場合を除
けば︑このことはすべての市場価格にあてはまる﹂ (KE二O八

価値額である︑ということになろう︒このような超過利潤を生

ずる市場生産価裕と個別的生産価格との相違は価値的段階での

1二O九︑傍点 1 1河野)と述べられている@他にも一言及はある
次に生産価格次元での叙述をみよう︒地代を取り扱っている

生産価格への転化にともなって市場生産価格と個別的生産価格

市場価値と個別的価値との相違に基づくものであって︑価値の

が内容的にはほぼこれに尽きるといってよい︒
第二一巻第六篇は﹃資本論﹄中最も多く超過利潤に言及している

(1)

価格﹀と個別的価値(個別的生産価格)との相違について簡単

の相違として現れたものである@そこで︑市場価値(市場生産

が︑ここでは﹁第四五章絶対地代﹂から次の笛所だけ引用し
よう@すなわち︑
﹁総資本によって生産される剰余価値の配分におけるこのよ
うな平均化ハ剰余価値を各部一回で生産された割合に応じてではなく︑

(1﹀だが土地生産物については絶対地代論段階では︑差額地代に転

にみておこう︒

化する超過利濁は再び市場価値と個別的価値との相違としてあらわ
れる︒

各部面の前貸資本の大きさに応じて配分するような平均化︒特殊利潤率

個々の生産者にとっては彼がその商品の生産のために費やす

の平均利潤率への均等化￨￨引用者)を競争によって実現じ︑この
資本の不断の
λ

傾向である@それゆえ︑どんな事情のもとでも︑商品の価値と

ところのものは︑他の生産者からその社会的価値で購入した不

平均化のあらゆる障害を克服するということは

生産価格の相違から生ずるのではなく︑むしろ一般的な市場規

により構成されているといえるのであるが︑なぜ社会的価値で

変資本部分及び可変資本・部分からなり︑したがって社会的価値

む商品・個別的価値を異にする商品を生産し︑それをもって市

億を要費したにもかかわらず︑一単位当り相異なる労働且一子炉﹄含

ではなく社会的価値である c
﹂

場にあらわれる︒だが﹁商品の現実の価値はその個別的な価値

働時間︑すなわち熟練と強度の社会的平均度の労働をもって現

であろうか@商品の価値の大きさは周知のように社会的必要労

る すなわち︑一商品の同種商品総量中に占める︑たとえば

ではいわゆる﹁組合せ﹂による市場価値の成立として把握され

別的価値からの一個同一の社会的価値の成立は︑需給一致の下

(VLI

一二三六)これらの相異なる個

購入した不変資本部分プラス可変資本部分によって生産された

存の社会的標準的ハ平均的)生産諸条件の下である商品を生産

の比率如何によって上・中・下の各部類の個別的価値のいずれ

上・中・下位の各生産諸条件の下で生産された商品量のあいだ

ιなるの

商品が各生産者ごとに相異なる個別的価値をもつこと

するのに要する労働時間によって規定される︒だが実際に生産

労働時間はそれらの組み合せ如何によって種々の大ききとなる

々の相還を有するであろう@それゆえ︑一商品の生産に要する

の個別的価値と一致する場合が正常的でありうるだけであろ

市場価値がいずれかの個別的価値と一致することはなく︑中位

術加重平均U平均価値としてきまるのであり︑それゆえ通例は

かにひきつけられてきまる@この場合︑市場価値の大きさは算

Q

に充用される労働(力)と生産諸条件はいずれも個別的には種

であろう@いま︑相異なる生産諸条件と熟練・強度の社会的平

う@このような﹁組合せ﹂による市場価値の成立はもっぱら生

産者間の競争 U生産者たちが相互に加えあう圧迫︑の見地から

品が生産されるとしよう︒

均度の労働を行なう労働者とを充用する諸資本によってある商
一古関品の生産に嬰する労働時間は労働の生産力の高さに応じ

のからみあった競争￨ iいわゆる﹁三回・一二重競争﹂￨￨に媒

介されるのである@﹁競争がさしあたりま子ある一つの部面で

みたものだが︑現実には市場における売り手l生産者と買い手

件の相違に応じて異なるものとなる@相異なる生産力をもっ平

なしとげることは︑諸商品のいろいろな傭別的価値から悶じ市

て異なる@生産諸条件は労働力とともに労働生産力の規定要因

均的諸労働は同一労働時間に異なる生産物量を生産するが︑対

﹁この場合には︑一部は資本家たちどうしの競争︑一部は彼ら

場価値と市場価格とを成立させることである︒﹂︿K E一
九O)

をなすが︑平均労働(力)を前提すれば労働生産力は生産諸条

象化される労働量したがって新たに生産される価値量は同じで

と商品の買い手との競争︑また商品の買い手どうしの競争が作

ある@つまり︑生産物一単位当りに新たに対象化される労働量
日新価値量は異なる@かくて諸個別資本は生産諸条件と労働力

用して︑そのために︑特殊な生産部面の各個の価値は︑この特

二七九

とをその社会的価値(市場価値)で購入し︑生産には社会的価
﹁超過利潤﹂と﹁地代﹂

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

生産条件のもとで︑つまり不等な労働生産性をもってつくりだ

からの偏差などill引用者)を生みだすのは︑有利さの不等な

のこと(同一部首の資本の利潤の差異︑この部面の平均利潤率

二八O

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
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または個々の商品がその特殊な生産者および売り手に費やさせ

きれる諸商品について︑したがって個別的には不等な大ききの

間を含んでいるのであるが︑しかし︑それが含んでいない同じ

すことによってである︒有利な諸条件のもとで生産された商品

労働時間量を表わす諸商品について︑同じ市場価値をつくりだ
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二0=一)のように略記して示す︒︺﹁組合せ﹂による市場価値の規定

下の個別的価値で生産した商品を市場価値で販売することによ

このように標準的水準以上の生産諸条件をもっ資本は平均以

ば︑不利な諸条件のもとで生産された商品よりも少ない労働時

はこのような競争からの抽象であり︑その結果の算術的表現な

売られ︑同じ価値をもつのである︒﹂ (mE二O四︑傍点￨￨原文)

り特別剰余価値を得︑標準以下の資本は平均的な剰余価値より

諸膏品がその市場価値で売られることによって劣悪な生産諸

のである@

それに含まれる剰余価値の一部又は全部を実現することができ

条件のゆえにヨリ高い個別的価値をもっ商品を生産した資本は

れた生産諸条件が一般化し市場価値の水準が低下して︑市場価

しないためには生産諸条件の改善に努めざるをえず︑そして優

値と個別的価値との差がなくなるとともに特別剰余価値は消滅

少ない剰余価値しか得られない︒後者の資本は競争戦から脱落

で生産した資本はその商品に含まれる剰余価値のほか︑その個

ず︑場合によっては投下資本部分をさえ回収できない@これに

別的価値と市場価値との差額を特別剰余価値として獲得するこ

の運動は︑生産諸条件のたえざる無政府的改善競争の結果︑新

する︒だがより多くの剰余価値の獲得を推進的動機とする資本

反して例外的に有利な生産諸条件のもとでヨリ低い個別的価値

とができる︒ここに︑﹁例外的に生産力の高い労働は強め︑りれ

余価値は︑その相違が資本及び労働によって生産されうる生産

産諸条件の相違に基づき市場価値の法則によって生ずる特別剰

たな相違を生じ︑再び特別剰余価値を生みだす@このように生

巾﹀与四日件︒として作用する@すなわち同じ時
た労働日 uCH自由民R H
間で同穫の社会的平均労働よりも大きい価値を創造する﹂ (K
E三三七﹀という事態が生ずるのであるが︑それは競争によヨ
この点︑マルクス

諸条件によって生ずるものであるかぎり︑その相違が個定的で

Q

は﹃剰余価値学説史﹄で次のように述べている︒﹁一競争がこれら

て執行される価値法則の貫徹の結果である

ないのと同様︑たえず生成消滅をくり返すものであり︑特定の

的に有利な生産諸条件を有する資本はその商品のヨリ低い儲別

額として生じた特別剰余価値とその本質を同じくするものであ

のであるが︑これは個別的価値と社会的価値l市場価値との差

って︑超過利潤は特別剰余価値の生産価格次元における表現で

的生産価格と市場生産価格との差額を超過利潤として獲得する

に相異なる利潤率を︑部門聞の利潤率格差を生ずる@剰余価値

あり︑そのより具体的な現象形態である

個別資本にとってはその存在は一時的・経過的なものとなる@

率を同等と前提しても︑異種商品生産における技術的条件の相

諸商品の市場価値での販売は︑さらにまた︑異種生産部門間

違に基づく資本の有機的構成(及び回転)の相違によって︑投

過利潤は量的には一般に異なる)

格が価値から葉離した大きさであるように︑特別剰余価値と超

とはいえ︑生産価

下資本当りの剰余価値量は異なるからである@そこで︑資本の

Q(

目的は利潤であって使用価値たる商品の生産はそのための手段

産力の相違に基づいて生ずる相異なる個別的生産価格(個別的

個別資本のあいだの生産諸条件の相違︑したがってそれらの生

すなわち︑超過利潤(特別剰余価値)は同一生産部門内の諸

利潤率のより高い部門に移動する︒その結果︑前者の部門にお

価値﹀から市場生産価格(市場価値)が競争を媒介として成立

にすぎないのであるか︑り︑資本は利潤率の低い部門を去って︑

における需給関係を変化させることによって各々の部門におけ

ける生産量の減少と後者における増大が生じ︑それぞれの部門

まるところ︑部門聞の資本移動の結果︑各部門の相異なる特殊

る商品価格の価値からの君離と利潤率の変動をひきおこす

の点に超過利潤(特別剰余価値﹀の本質的特徴がある︒そして

生産価値(市場価値)との差額として獲得するものである︒こ

本がその商品のヨリ低い個別的生産価格(個別的価値)と市場

することによって︑例外的に有利な生産諸条件を有する個別資

G
つ

の生産価格への転化をもたらすような需給比率が生ずる@こう

的利潤率の均等化︑すなわち平均利潤率への転化と商品価値

る超過利潤(特別剰余価値﹀はそれと対極にある不利な生産諸

かぎりでは︑例外的に有利な生産諸条件を有する資本の獲得す

条件をもって生産する資本のいわば﹁負の超過利潤(負の特別

諸商品の市場生産価格(市場価値)が加章一平均として成立する

的生産諸条件を有するかぎり部門の如何にかかわらず︑等しい

した需給関係の下で法則的に価値から震離した価格︑生産価格

率の利潤を得る@詰商品の市場価格はいまや価値によってでは

・ゼロとなる@また超過利潤(特別剰余価値)の発生原因たる

剰余価値)﹂によって相殺され︑社会的にはプラス・マイナス

で諸商品の市場価格が規定されることによって誇資本は︑標準

なく生産価格によって規定されることになるが︑それととも

二八

例外的に高い労働の生産力を規定する生産諸条件が資本及び労

に︑相異なる個別的価値として現われた同一部門の諸資本の生
産諸条件の相違は個別的生産価格の相違として現われる@例外
﹁超過利調﹂と﹁地代﹂
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二八二

ハ剰余価値率一定で)に基づいて︑商品が価値とうりに売られる

場合に生ずる利潤率の部面間の相違日格差ーーは逆に一般的利

構戎の相違すなわち河量の資本が生みだす剰余価値の量的相違

潤率U平均利溺率のうちに解消せしめられる︒したがって生産

がって生産力の格差は固定的ではなく︑たえず消滅し再生産さ
れるものであり︑それゆえ超過利潤(特別剰余価値)は不断に

部面聞の利潤率の格差とこれに基づく超過利潤は一般的利潤率

働によって再生産されうるかぎりでは︑生産諸条件の相違した

消滅しまた形成される︑すなわち一時的・経過的性格を帯びる

が︑それは需給の一時的変動のうちに含めて考えられるべきで

したがって一般的生産価格の変動過程では竺じうるであろう

のである︒
以上によって︑超過利潤(特別剰余価値)は同一部門内の競

んな事情のもとでも各生産部面のなかで生ずる﹂とされたので

あり︑原則として生じないものと見倣されよう︒それゆえ﹁ど

争によって成立する範障であることが明らかであろう@
ところでマルクスは﹃資本論﹄第三巻第一 O章の末尾で︑以

の相這︑つまり部門間の相違に基づいて生ずる超過利潤が可能

ある@ところが右の引用にみられるように︑価値と生産価格と

上に述べてきたような同一部門内の優れた生産諸条件を有する

9

個別資本のもとに生ずる超過利潤のほかにも超過利潤が生じう

あるかにみえるこの超過利潤とあわせて︑超過利潤の﹁両形

だとされている@きさにみたような超過利潤とは異質のもので

る︑として次のよ︑ 7に述べている

﹁しかし︑超過利潤は︑そのほかにも︑ある生産部面がその

の﹁両形態﹂はマルクスが資本制地代の﹁正常な形態﹂と呼ん

態﹂のすすんだ形成を地代篇で扱う︑としているのである︒こ

商品価値の生産価格への転化を免れるような︑したがって︑ま
たその利潤の平均利潤への引きもどしを免れるような状態にあ

だ二つの地代形態すなわち差額地代と絶対地代に対応するであ

る場合には︑発生することがありうる@地代に関する篇のなか
でわれわれは超過利潤のこの両形態のさらに進んだ形成を考察

ろう

過利潤を工業ハ部門﹀の超過利潤と呼ぶ)は蒲品の価値ハ市場

工業部門の超過利潤(以下︑前節でみたような﹁正常な﹂超

差額地代 H農業独自の超過利潤

点について検討しよう@

きたような超過利潤とどのような関係にあるのか︒以下︑この

a この一一つの地代形態に転化する超過利潤は︑さきにみて

しなければならないであろうよ (KE二O九︑傍点 111
河野)
すでにみたように︑資本の自由な運動l競争を妨げるものは
存しないという前提の下では︑より大なる利潤を求める資本の
運動のおもむくところ︑同一部面内では相兵なる個別的価値・
立させるとともに︑それによって相異なる利潤率を生み出す

個別的生産価格から一つの同等な市場価値・市場生産価格を成
が︑他方で生産部扇聞の利潤率格差li各部面の閣での有機的

を有する資本に超過利潤をもたらすものと考えられる@だが農

場価値の規定が妥当し︑そのもとで例外的に有利な生産諸条件

された@農産物も資本主義的商品として生産されるかぎり︑市

価値)規定の法則に基づいて形成されることが前節で明らかに

よう︒地代は単なる差額地代なのだから︑との一クオーダー当

クォ!タ!の側格を三ポンド︑すなわち六0 シリングと想定し

マルクスは地代表I の説明のさいに次のように述べている@
﹁四つの土地種類A︑B︑ ︑Dを想定しよう︒さらに小麦一

に規定されるのか(以下︑位置は捨象されるY

価値によって規定されるということは︑一見すると︑すでにみ

い@すなわち︑資本・プラス・平均利潤に等しい﹂(KE六六

たり六0 シリングという価格は︑最劣等地では生産費に等し

c

産物の調節的市場価格が最劣等地の個別的生産価格又ば個別的
たような商品の市場価値規定に反するかに見えよう︒この点か

高い土地からだんだん低い土地に下がってくる)でできたもの

では︑序列は抽象的に見れば﹁下降順序 (Dから Aに︑豊度の

でも上昇順序(::)でできたものでもありうるし︑また最後

主)また A J D地の種々の耕作序列じついて述べているところ

の価値規定の法則の貫徹を妨げるものであるか︒それは農業部

に︑かわるがわる下がったり上がったりして︑:::できたもの

らしても農業生産部面にはある特殊性が存在すると思われるの

面に生じ地代に転化する超過利潤とどう関わるのか︒地代は農

でもありうる﹂(KE六六六﹀として︑﹁どちらの場合にも︑前提

であるが︑では如何なる特殊性があるのか︒それは農業部面で

る農産物の価値がどのように決定されるかをみておかなければ

産物の価値から支払われるのであるから︑まずこの地代を生ず

ばCとDはそれぞれ一クオーダー当たり二0 シリング及び一五

このように︑最劣等地 A の一クオーダー1 六0 シリングとい

(VL

タ!の供給が相変わらず︑総需要を充たすために必要なので︑

市場価格は相変わらず六0 シリングだということである﹂

う個別的生産価格が市場生産価格である︑﹁地代を生まない最

E六六七﹀と述ぺている@

差額地代については﹁同じ面積のいろいろな土地に充用され

劣等地の生産価格はつねに規制的市場価格である﹂(KE六七ご

﹁平均原理﹂︑土地的条件U ﹁限界原

シリングの現実価値で生産したのだが︑ Aの生産する一クォi

ならない@

l
資本的条件U

地代を支払う農産物の市場価値規定
ー

る等量の資本から生まれる不等な結果﹂が問題であるが﹁これ

とされているのであるが︑さらにたちいって何故そうなのかと

理
﹂ 111

らの不等な結果の︑資本にはかかわりのないこつの一般的原因

いう説明は与えられていない@ただ右の引用では﹁総需要を充

二八三

E六
は︑川土地の也一一耳度・::と︑川土地の位置とである﹂ ( V L 六
一ニ)

﹁超過利潤﹂と﹁地代﹂

不等な結果︑つまりは差額地代を生ずる農産物価格はどのよう
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二八四

たすために必要﹂とされているのがわずかに理由らしくみえ

る︒だがそれは需給の一致が前提されていること︑またヱ業で

も需要に対応する生産物がさまざまな個別的価値をもって生産

されているのに︑通例︑最劣等の条件の下で生産された商品の

個別的価値が市場価値を規定することがないことからして︑最

劣等地の生産物の個別的生産価格が市場生産価格となることを

説明できない@需給一致の前提ば﹁現象を︑雲要供給の運動に

よってひき起こされる外観にかかわりなく考察するため﹂ (E

E 一九九)であって︑いろいろな個別的価値のどれが市場価値を

規定ないし規制するかを説明するものではない︒では何故最劣

等地の生産物の個別的生産価格が市場生産価格となるのか︒こ

の点はマルクスは説明ずみのこと︑あるいは自明のこととして

前提しているかにみえろ︒実際︑マルクスは本来的農耕地代諸形

って農産物の市場価格が規定されるという前提の下にすすめ︑

態の考察をぱ︑最劣等地の個別的生産価格又は個別的価値によ

この前提そのものを改めて説明していない︒蓋し当然である︒

土地生産部面での最劣等地の個別的価値による市場価値の規定

は︑マルクスにあヲてはさきにみたような工業における市場価

値の平均規定と何ら矛盾するものでないからである︒だから彼

はあらためて説明する必要を認めなかったのであろう@だがこ

こではこの点が肝要なのであるから︑マルクスが地代諸形態の

地代考察にさいしては以下の諸点が前提されている︒

考察で前提した諸点のいくつかを検討する必要があるだろう@

ら別の部商への資本の移転の可能性︑平均利潤の均等な高さな

ていること

Q
すなわち︑﹁資本の自由な競争︑ある生産部面か

川農業がヱ業と同様に資本主義的生産様式によって支配され

省くだけではなく︑﹁問題が地代であって超過利潟一般ではな

本と労働に還元されねばならず︑故に︑この前提はかかる労を

下されている'としても︑その場合には同一の面積︑同一一量の資

川工業と同様︑ここでも商品(農産物)の需給が一致してい

いかぎり﹂ハK E六六二)必要なものである︒

のだから当然のことであろう@ここでは﹁総生産物の増大に総

ること@﹁正常な関係﹂の下で問題を純粋に考察しようとする

にとっては単に資本投下の一部面にすぎず︑﹁借地農業者が小麦

LE六二七)しており︑農業は資本
どが完全に成熟して存在﹂︿V

(同上)だということ︒

などを生産するのは製造業者が糸や機械を生産するのと同じ﹂

は﹁新たな土地によってもた︑りされる供給は︑追加需要に等し

需要が歩調を合わせて行く﹂ハK E六七O) のである︒この前提

いだけであり︑したがって需要供給関係にはなんの変動もひき

ω土地の有限性︑不等性及び土地所有︒農業においては土地
る︒土地は農業では﹁それがなくては生産過程が行なわれず︑

で︑より大きな費用でしか補充されえない場合にだけ︑市場価

起さず︑したがってまた供給がより安い費用で補充されえない

は﹁この特定の生産部面そのものの要素﹂︿m E二四四)であ
この部面の荷品が生産されえない特定の自然的生産条件﹂(百

たは占有者である資本家以外の人々によって所有されている﹂

として表現される@資本構成は百分比で示きれるので︑そのこ

の相遠は資本の有機的構成(以下︑単に資本構成という)の相違

多少とも相違があり︑それによって規定される諸資本の生産力

‑般に︑同種商品を生産する諸資本が充用する生産諸条件には

に(豊度及び位置において)不等である@そして有限性ゆえに

E=玉)である︒しかもこの生産条件は有限であり︑かっ質的

(同上Y この土地所有は伝来の所有(占有﹀形態が資本や資本
主義的生産様式の影響によって転化させられた形態 (K︑直六

とによってただちに充用資本の量の差を示すものではないが︑

まず前述の川を検討しよう︒等量の資本及び労働とは何か︒

二七﹀すなわち近代的(大)土地所有である@土地所有者階級

しかし等量の資本と労働でないことは明らかである@また︑資

値そのものの変動をひき起す︑ということ﹂(叩 E二七二)を含
んでいる@

の存在により︑資本主義的農業においては階級の三分制が成立

土地の独占￨ i経営対象としても所有の対象としてもーーを生

する︒

とから︑同一部門内の諸資本の有機的構成が異なるということ

本構成の高度化は資本規模1量の増大を伴うものとみられるこ

ずる@所有権の対象たる土地は﹁対象化された労働の所有者ま

ω向等面積の相異なる諸土地への同等分量の資本と労働の投

二八五

下@通例︑異なる面積の諸土地に相異なる量の資本と労働が投
﹁超過利潤﹂と﹁地代﹂
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二八六

について︑事業規模の最小間限度が形成され︑またそれに対応して

の資本が充用されるということが前提されているのである@そ

﹁つねに与えられた生産条件のもとで標準的とみなされる一定

本﹂とはこのような標準的資本量を意味しているのである︒

者における個別的価値(個別的生産価格)の相違はこれらの資

資本の最小限度が形成される︑それに達しなければ個々の事業

れはちょうど工業でも商品をその生産価格で製造することがで

は資本の生産力の差とともに資本量における相違をも示すもの

を成功的に経営することはできなくなる@同様に︑それぞれの

きるためには︑それぞれの事業部門にとって一定の最小限度の

生産諸条件の相違によるのである@前提されている﹁等量の資

事業部門でこの最小限度を越える資本の標準的平均的な大きさ

本量の相違あるいは同じことだがこれらの資本量が自由にする

が形成されて︑生産者の大多数がこれだけの大きさの資本を自

資本が必要なのと同じことである﹂(に E七一八)つまり︑差額

とみられる︒資本の規模・量一につき︑マルクスは次のように述

由に処分することができなければならず︑また実際に処分して

て資本に起因する生産力に関するかぎりでは︑すでに競争によ

地代論では諸資本の︑資本自身に属する生産諸条件︑したがっ

べている︒﹁本来の製造工業ではやがて︑それぞれの事業部門

もいる@この大きさを越えるものは特別利潤を形成することが

このような想定自体は非現実的であろう︒だが﹁問題は地代で

り平均化︑標準化されているものと想定されているのである@

できる@これに満たないものは平均利潤も受け取らない︒﹂(K
するためにどんな生産方法を採用するかによるであろう︒だが

E六八九)資本規模の最小限度は直接にはある使用価値を生産

の標準的な大きさ﹂とは現存の標準的平均的生産諸条件を自由

ためには標準的な生産方法を採用しなければならない︒﹁資本

しうる有資格者といってよい﹂(井上晴丸﹁いわゆる﹃平均化原

いずれも︑資本の側の生産条件に関する限り市場価値を映し出

値に高低さまざまであっても︑それらの諸個別的価値はすべて

差額地代論の次元では﹁諸個別企業における農産物の個別的価

るためにとられなければならない論理的手続である︒それゆえ

にしうる資本の大きさであろう@そのような生産諸条件は競争

理﹄と﹃限界原理﹄﹂﹃立命館経済学﹄第一一巻五・六合併号︑一九六三

あって超過利潤一般ではない﹂のだから︑問題を純粋に考察す

を媒介として︑すなわち市場における競争を通じて決定される

年︑﹃著作選集﹄雄揮社︑第三巻一九七二年︑二七四ページ)といえ

その生産方法を用いて生産された商品の販売によって平均利潤

市場価値を基準として︑確定されるのである︒その意味では標

るのである︒ぞれはいずれも﹁社会的必要労働時間﹂規定の諸

を得られるかどうかは別のことであり︑平均利潤を獲得しうる

準資本量もまた競争の産物なのである@所与の時点では︑この

要件1 l平均労働(力)と社会的標準的生産諸条件の充用

li

れ以下及び以上の資本が並存しているのが普通であり︑各生産

標準資本(あるいは現実には近似的に標準的な資本)と同時にそ

を充たしているからである@現実には農業における諸個別企業
て現われる︒

(豊度)の不等性はそれを充用する資本の生産力の不等となっ

ところで︑商品の価値の大きさはその生産 (1再生産)に必

の生産物の個別的価値の差異は資本起図的なものと自然l土地

の生産力に依存する︒生産力が増大すればそれは減少し︑逆の

要な労働時間によって規定される︒この労働時間の大小は労働

起図的なものとの複合であろう@だが差額地代の考察は﹁諸個
わちもっぱら土地の良否に属ずる場合の想定:::を土俵として

は労働の生産力を構成する諸要因(の変動)によって規定され

場合は逆である@したがって生産に必要な︑労働時間(の変動﹀

別価値の差異が︑資本起因的な差異に属さない場合:::︑すな

おける個別的価値の差異は経営対象たる土地の良否にのみ依存

展開をはじめる﹂(同上﹀のであり︑それゆえ︑諸個別企業に

産物は相異なる個別的価値をもつが︑どれをとってみても市場

以よのことから︑相異なる諸土地に投下された標準資本の生

によって︑規定されている﹂ハ氏 I五四︑傍点引用者)︒それゆえ

生産手段の規模および作用能力によって︑さらにまた自然事情

その技術的応用可能性との発展段階︑生産過程の社会的結合︑

ることになる@﹁なかでも特に労働者の技能の平均度︑科学と

価値たりうる要件を充たしているといいうるのである@だがそ

労働の生産力はその規定要因により﹁社会的生産力﹂と﹁自然

することになる@

れだけではまだ何故最劣等地の生産物の個別的価値が市場価値

る生産力であるのに対し︑後者は何らの費用も要しない無償の

的生産力﹂に大別しうる@前者が資本と労働そのものに起因す

自然カに起因し︑資本・労働によって創造しえないものであ

となるかということは明らかになっていない︒次に土地的条件
土地はすでに述べたように︑この部面では生産に不可欠の要

について検討しよう@

て必要労働時間の大きさを規定するものであることには何ら異

る@とはいえ︑両者がともに労働の生産力を規定し︑したがっ

るべき二種類のものが含まれていることに注意しなければなら

なるところはない@しかしまた︑﹁自然的生産力﹂には区別さ

素であり︑しかも資本及び労働によって任意に生産されえず︑
ある︒土地の不等性は標準的生産諸条件をもって不等なる諸土

質的に不等で有限なものであり︑それゆえ独占されうるもので
地を経営する各個の資本の不等な生産力としてあらわれ︑各経

(日光︑引力︑蒸気の弾力性など)と︑有限な・独占されうる自然

ない︒すなわち︑自由・平等に利用されうる無限無償の自然力

カハ土地及びその自然的付属物)とである︒要するに︑生産諸条

営に生産物量の差を生ずるのである@そして前提では最劣等地

件のうちには︑有償であれ無償であれ資本が自由に創造しある

の生産物の個別的価値(個別的生産価格)が市場価値(市場生
に応じて超過利潤を生ずるのである@このように土地自然力

二八七

産価格)を規定するがゆえに︑諸優等地の経営に生産物量の差

﹁超過利潤﹂と﹁地代﹂
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いは採用しうる条件とそうでないものとがあるのである@

二八八

掲書︑一ニ九ページ)のである︒このように︑有限な・独占されう

ある)のもとにおいて決定されなければならない﹂(花田︑前

標準的生産条件(それが平均的乃至標準的生産諸条件の内容で

的生産条件は資本と労働にとって標準化されうる生産条件では

る・不等な土地的条件は価値の量︑したがって社会的必要労働

資本が自由に創造・採用しえない不等な・独占されうる自然
なく︑いわば﹁不平等与件﹂(花田仁伍﹃小農経済の理論と展開﹄

は除外されているのであり︑それゆえ農産物の市場価値は土地

時間の規定要件ではあるが標準的ないし平均的生産諸条件から

的条件の差異とは関わり芯く規定されるということ︑すなわち

御茶の水書房一九七一年︑=一七ページ﹀﹁外在的条件﹂(同上︑三八
要件たる﹁現存の社会的標準的な生産諸条件﹂には含まれな

生産力への土地的条件の作用が相対的にゼロである最劣等地で

ページ﹀である@かかる生産条件は社会的必要労働時間の規定
い︒なぜなら︑すでに指摘したように︑﹁標準的生産諸条件﹂

規定されるということが了解されよう︒

利用できるものである限りでのこと﹂(叩 E二回二)である@

るか︑または資本にとって均等にi￨自然力としてli自由に

れうるのは︑ただ︑すべての生産条件が資本自身の創造物であ

での生産諸条件について行われるのである@﹁均等化が行なわ

わち︑生産諸条件に関する競争は資本と労働の産物たるかぎり

的にゼロである最劣等地に投下された標準資本の生産物の個別

有していることがわかった︒そとで︑土地的条件(豊度)が相対

個別的価値はそれだけをとってみれば市場価値たりうる要件を

りゃ)もたないこと︑それゆえまた諸土地の標準資本の生産物の

ならないこと︑また土地的条件の差異は市場価値規定とは関わ

あることはマルクスの表から明らかであろうーーの投下にほか

前提は標準資本￨￨それはまた工業の平均資本と同等の資本で

これまでみてきたところから︑﹁等量の資本と労働﹂という

それ自体︑競争の産物であり︑競争による﹁均等化は資本対資

それゆえ﹁このような自然力(独占されうる自然力￨￨引用者)は

本についてのみ行われる﹂ハ m E八八﹀のだからである@すな

問題の生産部簡の一般的な諸条件には属しないし︑また︑一般

生産物が﹁総需要を充たすために必婆﹂なかぎりではこれが市

的価値︑たとえば︑小麦一クオーダーu 六0 シリングは︑その

場価値を規定するのである@何故なら︑資本の目的は利潤であ

的につくりだすことのできるぞの生産部面の諸条件には属しな
値規定の要件たる﹁社会的標準的生産諸条件﹂のうちには含ま

できる標準資本の投下が前提されているのだから︑農産物の市

り︑ここでは他の部門に投下されれば平均利潤をあげることの

LE六五八﹀ゆえに︑独占されうる自然力は価
いのである︒﹂ハv
れない︒したがって﹁独占しうる自然力が生産条件として加わ

場価値が最劣等地の生産物の個別的価値以下で︑この資本が平

る部門の生産物の社会的価値は︑そのような生産条件を除外し
た︑他の﹃生産されうるものたる﹄﹃一般的条件﹄の平均的︑

均利潤を得られなければこの資本はここをひきあげる@その結
果︑農産物の需要は充たされず市場価格はこの個別的価値以上
に騰貴することになろう︒需給一致の下で︑市場価値が優等地
の個別的価値を含めての平均によってではなく最劣等地の個別
に高い生産力によって生じたより低い個別的価値の生産物は土

的価値によって規定されるのは︑土地的条件に起因する例外的
地経営の独占によって均等化の過程にはいらないからである︒
7ルクス地

このような農産物の市場価値規定は︑競争による均等化の過程
にはいりうるかぎりでは﹁標準化の究極﹂(井上晴丸﹁

ハ2﹀井上周八﹃地代の理論﹄理論社︑一九六三年︑一五ニペ?ジ︒

にもとづくものではない﹂ (KE六七三)のである@

このように農産物︿土地生産物)の市場価値が二重に規定されること
は︑たとえば︑以下の諸氏も認めている︒日高晋司地代論研究﹄時

潮社︑一九六二年︑二一ページ︑花田仁伍前掲書三九￨四二ペー
ジ︑田中菊次﹁価値と差額地代﹂﹃経済学﹄(東北大)三二号︑一
九五四年︑一ニ九ページ︑など参照︒だがこうした事態をはじめて明
確に定式化して示したのは井上氏であろう︒

以上の検討から︑土地生産物の市場価値(市場生産価格)は

こと︑そしてこのことは市場価値法則の﹁偏侍(異どではな

最劣等地の個別的価値(個別的生産価格)によって規定される

く︑その貫徹をこそ示すものであることが明らかであろうと思

代論の理論的基盤﹂﹃日本農業の地代論的研究﹄養賢堂︑一九五九年︑
かれており︑標準化・均等化されえない土地的条件についてみ

所収︑﹃著作選集﹄第三巻︑二五八ページ)として﹁平均原理﹂が貴

われる

したがって︑農産物価値規定における特殊性とは︑競

れば﹁限界原理﹂的である︑ということを示している︒すなわ

争によって均等化されえない独自の生産条件1土地を競争の外

Q

ち﹁資本的条件1 ﹃平均原理﹄︑土地的条件1 ﹃限界原理﹄﹂で

べたように資本的条件U ﹁平均原理﹂︑土地的条件1 ﹁限界原

的与件として市場価値の法則が貫徹することの結果︑さきに述

(3X4)

ある@このことは資本にとっての﹁不平等与件﹂︑﹁外在的条件﹂

理﹂として二重に規定されるために︑個別的価値(個別的生産

(2)

たる自然力が存在するかぎり︑そしてこの条件の下で資本の競
争が行なわれるかぎり︑かくならざるをえないことなのであっ

的生産価格)￨￨実は最劣等地の資本的条件の下での諸個別的

価格)の会平均によってではなく最劣等地の個別的価値(個別

価値(個別的生産価格)の平均iーによって市場価値(市場生

て︑まさにマルクスがいうように﹁これこそは市場価値
ll資

産価格)が規定されるということである︒

本制生産様式の基礎上で競争を媒介として自らを貫徹する市場
地生産物の市場価値は︑社会的に無意識に無意図に行なわれる

ハ
3)

二八九

結論的には︑同じく農産物価格形成における市場価値法則の貰
徹を主張するが︑﹃資本論﹄第三巻第一 O章のいわゆる﹁不明瞭な

価値ーーによる規定であ﹂って︑﹁生産物のしたがってまた土
行為だとはいえ︑一つの社会的行為であって︑この行為は必然
的に生産物の交換価値にもとづくもので土地やその豊度の相違
﹁超過利潤﹂と﹁地代﹂

の下に遂行されていく姿﹂を示すものであり︑﹁純粋なる条件の下

二九O

箇所﹂における市場価値規定￨!需給の異常な場合に上位又は下位

の偏侍をあたえてゆくことをもってただちに矛盾と呼ぶならば︑い

におこなわれる法則が︑より具体的なる条件の下にそれ自身に一定
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﹁特殊規定﹂又は﹁第二規定﹂￨￨に妥当し︑その規定の典例が農

Q地代論研究﹄改造社︑一九四八年︑引用は社会主義協会出版局

っさいの法則は矛盾として否定されなければならぬはずだ﹂という

の限界的個別価値によって市場価値が規定されるとする市場価値の
産物の価値規定だとする見解が大島雄一﹁市場価値論への覚え書﹂

おける﹁価値法則の偏異﹂について述べ︑﹁それは了度︑落下の法

版︑一九七七年︑二0 ページ﹀︒国代隆氏も同様に︑土地生産物に

名古屋大学﹃経済科学﹄第七巻第一号︑一九五九年︑同﹃価格と資
おけるいわゆる﹃不明瞭の箇所﹄について﹂﹃茨城大学農学部学術

用しているからといっても︑その偏異が落下の法則の矛盾を意味

則が具体的な現象においては︑種々な条件によって偏異を受けて作

本の理論﹄未来社︑一九六五年︑高島永幹﹁マルクス市場価値論に
報告﹄第八号︑一九六O年︑桑野仁﹁社会的必要傍働時間の解決﹂

面では工業と条件を異にすることによって価値法則の貫徹の結果に

(しないとのと同じである︑とする(﹁差額地代の本質﹂﹃農業経済

﹃世界経済評論﹄一九六O年一月号︑東井正美﹁いわゆる﹃不明瞭

現象上の相違をもたらすにすぎない︑ということであろう︒だとす

な箇所﹄￨1マルクスの市場価値論について￨￨﹂関西大学﹃経済

四合併号︑一九六九年︑などの諸氏により主張された︒だが︑農産

れば︑法則それ自体は何らかわらないのであるから﹁価値法則の偏

が﹁価値法則の偏侍(異どによって示しているのは︑土地生産部

物の価値規定においては異常な需給関係ではなく正常な関係￨需給

侍ハ異となるいい表わしは不正確であり︑むしろ誤りとしなければ

研究﹄第二五巻二・三合併合︑一九五四年︑二=二ページ)︒一向氏

一致が前提されていること︑また﹁不明瞭な箇所﹂での限界価値￨

論集﹄第一七巻第五号︑一九六七年︑金子甫﹁マルクスの市場価値

両極の個別的価値は資本に属する生産諸条件の優劣によって規定さ

ン)﹂を主張される他の諸氏にもいえよう︒

ならない︒同様のことが︑﹁価値法則の偏侍(モディフィケ l ショ

論の構造とその欠陥﹂桃山学院大学﹃経済学論集﹄第二五巻第三︑

れるもので︑農産物での資本的条件￨﹁平均原理﹂とは異なること
この点︑井上周八﹁﹃差額地代﹄と﹃価値﹄(七)﹂﹃立教経済学研究﹄

に生ずる論理ではなくて︑逆に市場価値規定が農業生産の場合

﹁市場価値規定の貫徹がなんらかの障害でさまたげられる場面

これまでみてきたところから︑農産物の市場価値の成立は

の関連

差 額 地 代U 農 業 独 自 の 超 過 利 潤 と ﹁ 強 め ら れ た 労 働 ﹂ と

から︑現象的類似にもかかわらず︑そうした理解は誤りであろう︒
第二三巻四号︑一九七O年︑六O I六 一 ペ ー ジ ︑ 田 中 菊 次 前 掲 論
文︑九ページ参照︒
ハ4﹀﹁価値法則の偏侍﹂を主張される向坂逸郎氏は︑地代論におい
て市場価値が最劣等地の個別的価値によって規定されるのは︑﹁完
る﹂ためであって︑それは﹁より純粋なる法則がより複雑なる条件

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うけ

口

めて生ずる論理である﹂(井上晴丸﹁いわゆる﹃平均化原理﹄と﹃限

にも貫徹したあげくに︑それが貫徹したことを前提としてはじ

利潤の地代への転化の原因にすぎない︒土地所有は超過利潤を

同土地所有はこの超過利潤の創造の原因ではなく︑この超過

係が隠されている不合理な表明切である@

資本還元された地代にほかならず︑その背後に現実の経済的関

の労働も表示せず︑故に価値をもたない@それゆえその価格は

川落流︿本来的農業ではある豊度の土地)は対象化されたなんら

創造せず︑ただ資本から横取りするだけである@

この前提の下で生じ︑差額地代に転化する超過利潤の特徴を明

界原理﹄﹂︑前掲書ニ六七ページ﹀ことが明らかになった︒そこで︑
らかにしよう︒
最劣等地の標準的経営の生産物の個別的価値によって市場価

これらの特徴はマルクスにより︑本来的農業における差額地

値が規定される結果︑優等地のヨリ低い個別的価値と市場価値
との差額として優等地の経営には超過利潤が生ずる︒この超過

に生ずる差額地代の考察により︑明らかにされた﹁差額地代の

代考察に先立って行われたいわゆる﹁落流の例﹂において工業

ハ
5)

一般的概念﹂の規定的特徴であるが︑それは本来的農業の差額

利潤は前提されているような事情の下では地代1差額地代に転

(VLE

六五九t六六一﹀︒

化し︑土地所有者の収入となる@この差額地代(超過利潤﹀は
以下のような五点の特徴をもっ

力を有する個別資本 (U優等地の標準資本)の生産物の個別的

農業において土地的条件(豊度)に起因する例外的に高い生産

地代にも全く妥当するものである@差額地代とは︑要するに︑

別的生産価格と一般的生産価格との差額より生ずるこの地代は

川独占しうる自然力を自由にすることのできる個別資本の個

こむのではなく︑一般的生産価格を前提とする︒

常に差額地代であり︑商品の一般的生産価格に規定的にはいり

る︑といえよう@この超過利潤(差額地代)は工業に生ずる超

として生ずる超過利潤であり︑土地所有によるその横取りであ

価値(個別的生産価格﹀と市場価値(市場生産価格)との差額

過利潤とどのような点で区別されるだろうか@

ωこの地代は充用資本(またはそれによって取得される労

働)の生産力の絶対的なよ昇から生ずるのではなく︑一生産部
く相対的な生産力の優位によって生ずる(他の諸資本はこの例外

二九

(5﹀﹁落流の例﹂における差額地代と本来的農業における差額地代
とは本質的に同じものであるが次の点で区別される︒すなわち︑農
業生産は﹁量質ともに限定せられた土地面積の規則的反復的利用に
立脚すること︑有機的成長法則の適用範囲の大なること︑主要生産
手段としての土地力への依存度が相対的に︑特別に大きいこと﹂な

門に投下された一定の個別資本の例外的自然的生産条件に基づ
的自然的生産条件の利用から排除されている)︒
川自然力それ自体は超過利潤の源泉ではなく︑たんに︑例外
的に高い労働生産力の自然的基礎であるために超過利潤の自然
的基礎をなすにすぎない︒
﹁超過利潤﹂と﹁地代﹂

的生産価格)と市場価値ハ市場生産価格)とは総計において一

格)が成立することによって︑生ずる︒放に個別的価値(個別

二九二

どの特徴をもっ(裕正夫司農業経済学原理﹄日本評論社︑一九五五

致する︒それ故また超過利潤(特別剰余価値)はいわば﹁負の

立教経済学研究三七巻一号(一九八三年)

年一四一ページ)︒これに反し落流は例外的に高い生産力を生ずる

ラス・マイナス・ゼロとなる@﹁強められた労働﹂にも両様の

超過利潤(特別剰余価値とによって相殺され︑社会的にはプ

一生産条件であるが︑この部門の﹁生産要素﹂ではなく従って蒸気
機関の改良によって将来︑例外的に高い生産力を喪失する可能性￨
代替位をもっており︑その点では落流地代は当面落流が例外的に有

階の下では均等化され解消されうる@全ての生産条件は資本及

③超過利潤を生ずる生産諸条件の差異は生産の一定の発展段

ことがいえる@

工業の超過利潤は同一部門内の諸資本の生産諸条件の相違に

らである@したがって生産諸条件の相違に基づいて生ずる超過

び労働の生産物であり︑どの生産条件も自由に採用されうるか

利な生産条件たりうるかぎりで︑農業地代に比べて一時的に︑生じ
ているにすぎない︒

よって︑充用される平均労働の生産力に差が生じ︑相異なる個

9

工業の超過利潤には以下のよう

Q

(市場価値﹀との差額として生ずるが︑それは例外的に有利な

る︒すなわち︑より安価に生産することにより超過利潤を可能

等な生産諸条件を採用することなくしては一般に不可能であ

④新たに投下される資本が超過利潤を獲得するのは︑より優

資本にとって一時的・経過的であることはかわらない

したがって超過利潤はたえず形成されることになるが︑個々の

て不断に発展する資本主義的生産においてはたえずやぶられ︑

利潤は一時的経過的である@この均等化傾向は競争を横粁とし

別的価値を有する諸荷品が生産されるが︑一個同一の市場価値
のもとに生ずるものであった

が競争により成立する結果︑例外的に高い生産力を有する資本
な特徴がみとめられよう︒
①超過利潤は同一部門内の例外的に志向い生産力を有する個別

生産諸条件の下で充用され例外的に高い生産力を発揮する平均

にする︒したがってまた新たな資本投下が標準以下の生産諸条

資本のもとに個別的生産価格(個別的価値)と市場生産価格

労働が︑価値法則を媒介に︑価値形成労働としては﹁強められ

件をもってされることは一般にはありえない@

ず改善し生産力を増進させ︑商品の価値を低下させる︒個別的

⑤超過利潤の獲得をめぐる諸資本の競争は生産諸条件を絶え

た労働﹂として作用して生み出す特別剰余価値に基づくもので
②超過利潤は全ての個別的価値(個別的生産価格﹀が市場価

(率)の増大を結果する︒

に行なわれるかかる競争の一般的結果として相対的剰余価値

ある@

り平均価値ハ平均的生産価格)として市場価値(市場生産価

値(市場生産価格)形成に規定的にはいることによって︑つま

民上の諸点をさきにあげた差額地代の一般的特徴と対比すれ
ば両者間の相違は明瞭であろう@農業に生ずる超過利潤(差額
地代)と工業の超過利潤とは次の点で異なるであろう@
①農業では例外的に高い生産力の要因たる土地的条件(豊度)
の差具は資本にとっては外的与件であって︑相対的に固定的で
②例外的生産力を有する優等地経営の平均労働が﹁強められ

ある@それゆえこれに基づく超過利潤は固定的である︒

⑤最後に︑一方は資本家の︑他方は土地所有者のポケットに

する場合にも可能である@
はいる︒

Q

農業の超過利潤(差額地代)と工業の超過利潤との区別につ

﹁両方を区別するものは︑この超過利潤の固定である︒とい

いてマルクスは次のように述べている

うのはこの超過利潤は農業では自然的基礎に基づいているのに

li等しい平均利潤の場合には￨￨

働﹂を︑したがって﹁負の超過利潤(特別剰余価値)﹂を伴わ

ぎない︑からである@工業ではつねに最後に現われる最も生産

つねに︑より生産的な機械や労働の結合が採用されるからにす

つねに一時的に現われるにすぎず︑また︑それが現われるのは

一方工業ではそれは

ず︑それ故個別的生産価格(個別的価値)と市場生産価格(市

た労働﹂として作用するのに対し︑他方いわば﹁弱められた労

場価値)とは総計において一致せず︑超過利潤(特別剰余価

むのである︒農業では︑最良のエーカーの豊度が絶対的により

的な資本が︑平均利潤を引き下げることを通じて超過利潤を生

に︑そのエーカーの豊度が相対的に高くなるということが可能

高くなるのではなく︑より不生産的な土地が耕作されるため

③農業ではより劣等な生産条件l土地が耕境内にはいること

値)部分だけ増大する︒
により既耕地の蔓皮が相対的に高められて超過利濁を生ずるこ

発生し︑またつねに最後に最も優れた生産条件を採用する資本

のなかにはいってくるために︑資本が超過利潤を生むというこ

いのである@工業では︑より不生産的な資本が新たに工業部門

が従来のそれに比べて絶対的に増加することによらさるをえな

の)は︑つねに︑新たに投下される資本の豊度すなわち生産性

る︒工業では︑より高い相対的な豊度︑超過利潤(消滅するも

なのであり︑また非常にしばしばそうならざるをえないのであ

とは稀ではない︒工業ではより劣等な生産諸条件をもって新た

Q

な資本投下が行なわれることは一般にありえず︑したがってそ
れによる超過利潤の発生も問題となりえない

の下伝生ずるのであり︑このような超過利潤が一時的・経過的

④エ業では超過利潤は一般に生産力が増進する過程において

であることは生産力の累進的増大の進行を意味するであろう@

とはありえない﹂(百 E 八九﹀

二九三

以上︑要するに︑農工間の超過利潤の相違は︑農業では工業

農業の場合には超過利潤(差額地代)は相対的に固定的な土地
条件の不等性に基づいており︑生産力が上昇する場合にも低下
﹁超過利潤﹂と﹁地代﹂

いて例外的に有利な生産諸条件を有する資本のもとに生ずるも

二九四

ので︑同じものだとしている@だがそれ以上たちいって述べて
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に存しない独自の生産条件(独占されうる不等な自然カ￨土地)を

の必要もないのであろう@ところで︑さきにみたようにヱ業の

はいない︒もっとも﹁理論的な困難はない﹂とするからにはそ

超過利潤はその対極にいわぽ﹁負の超過利潤﹂を伴うのに差額

生産の不可欠の条件︑﹁生産要素﹂としていることから生じた
ところで︑こうした相違にもかかわらず︑マルクスは農工・二

ものであることが明らかである︒
つの超過利潤を同一のものであると︑繰り返し指摘している@

両者を本質的に同じものとしているようにみられるが︑この点

地代はそれを欠いている点を相違点としてあげた︒マルクスは

の相違をこそ本質的とみる見解もある︒以下この点につき検討

﹁単なる差額地代・:には理論的な困難はない︒それは︑平均
ってはどのエ業部面でも存在する超過利潤以外のなにものでも

的な条件よりも良い条件のもとで仕事をするすべての資本にと

ト
晶
︑
叫
ノ
︒
1V

を自由にする資本のもとに生じるものである︒マルクスは﹁例

農・エいずれの場合にも超過利潤は例外的に有利な生産条件

ない﹂三八六=年八月二日付エンゲルスへの手紙)

外的に生産力の高い労働は何乗かされた労働(強められた労

﹁それは︑同定されるための自然的基礎が欠けていることを
除けば︑工業における類似の超過利潤と同じものにすぎず︑曲一一旦

労働よりも大きい価値を創造する﹂ハ前出﹀と述べている︒﹁生

働)として作用する︒すなわち同じ時間で同種の社会的平均的

﹁差額地代は単に超過利潤に相当するだけであって︑この超

産力﹂とはもともと使用価値生産に関する概念である@資本主

み存在するであろう﹂︿m E九七)
過利潤は︑各産業部門にたとえば綿紡績業において︑与えられ

による生産は剰余価値(利潤)を目的とするのであって使用価

義的生産においては生産の機能者・支配者は資本であり︑資本

度のより低い土地に比べてのより高い土地の超過利潤としての

た市場価格またはより正確には市場価値のもとで︑この特定の

れゆえ﹁生産力﹂は元来使用価値生産に関わる概念であるとは

(利潤)の生産は使用価値の生産を通じてのみ行なわれる@そ

値の生産はいわばその手段にすぎない︒とはいえ︑剰余価値

(6)

産業部門の平均的な諸条件よりも優良な生産条件をもっている
資本家があげるものである﹂(百 E二三九)

いえ︑一部門内では価値生産に影響を与えざるをえないのでは

﹁差額地代:::は︑各生産部門における一つの同じ市場価値
にもとづいて平均的諸条件よりも優良な諸条件のもとで仕事を

ないかと恩われる

ハ6﹀﹁生産力︑もちろん︑つねに有用な労働の生産力であって︑じ

Q

一!ニ四二﹀

する諸資本家が生み出す超過利潤にほかならない﹂︿m E二四
このように︑工業の超過利潤と差額地代とは市場価値に塞づ

っさい︑ただ与えられた時間内の合目的生産活動の作用程度を規定

多くの生産物で表示するがゆえに一単位あたりの価値は低下す

ぃ︒したがって生産力が一様に増大すれば︑同量一の価値をより

にではなく個別的無政府的に行なわれるのが普通である︒その

るだけである︒だが商品生産の基礎上では生産力の増大は一様

するだけである︒それゆえ有用労働はその生産カの上昇または低下
に比例して︑より豊富な︑またはより貧弱な生産物源泉ιなろので
ある﹂ハV
LI六OV

少ない生産物を生産する︒生産力の増大とは﹁一般に一商品の

例外的に高い生産力を有する資本のもとにそのより低い偲別的

別的価値は競争を媒介に市場価値に均等化される@その結果︑

価値は個別的価値ではなく社会的価値 U市場価値である@諸個

し︑相異なる個別的価値をもっ商品が生産される@だが商品の

社会的に必要な労働時聞を短縮するような︑したがってより小

結果︑同一部門に相異なる生産力を有する誇個別資本が並存

量の労働により大量の使用価値を生産する力を与えるような︑

じ︑この資本が充用する平均労働は価値形成労働としては平均

価値と市場価値との差額として特別剰余価値(超過利潤)が生

同穣生産物について︑生産力が高ければ一定の労働量は同一

労働過程における変化のことである︒﹂ (KI三一三一一﹀だから︑

時間により多くの生産物を生産し︑低ければ同量の労働でより

原因が自然的要因であれ社会的(資本的﹀要因であれ︑より高

である︒このように︑使用価値の生産においてより高い生産力

をもっ労働は︑同時に︑同じ平均労働であるにもかかわらず価

以上のもの︑﹁‑強められた労働﹂として社会的に評価されるの

値規定の法則巳よって価値生産においても生産力の高い労働と

い生産カという結果それ自体には何ら異なるところはない@
じ労働は同じ価値を生みだす︒しかし:::このこの生産物を等

﹁ある与えられた時間につくられる生産物についてみれば︑同
分した各部分に割当たる価値部分も︑労働の量が与えられてい

なるのである@

的条件に起因するものである︒すなわち等量の資本と労働の等

農業においては︑前提により︑諸資本の生産力の相違は土地

ればただ生産物の量だけによって定まるのであり︑この量はま

面積の相異なる諸土地への投下は︑土地的条件の相違によっ

た与えられた労働量の生産怯によって定まるのであって︑この
のおかげであるか社会のおかげであるかは︑まったくどちらで

労働量の大きさによって定まるのではない︒この生産性が自然

る︒同じ平均労働が土地的条件の差異のために相異なる生産力

て︑その相違の度合に応じて異なる生皮物量をもたらすのであ

を一示すのである@一般に不等な生産力を有する諸資本のなかで

もかまわない︒﹂ (KE七五五)要するに︑生産力の増大それ自

例外的に高い生産力をもっ労働は価値規定の法則によって﹁強

体は同一時間に同量の労働が生産する使用価値の量を増大させ
るにすぎず︑生産力の増大が労働の熟練・強度にではなく客体

二九五

的要因に依存するかぎり︑価値の量を増大させるわけではな
﹁超過利潤﹂と﹁地代﹂

時間を基準として︑平均労働の同等の現実的労働時間が生産諸

二九六

められた労働﹂として作用し︑特別剰余価値(超過利潤)を生

時間としてはより大又は小の労働時間に換算されるのである@

条件の相違したがって生産力の差異に応じて︑価値形成的労働
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みだすが︑そのさい︑例外的に高い生産力が何に起因するかは

農業では A地の個別的必要労働時間が社会的必要時間となり︑

どうでもよい︒農業においては例外的に高い生産力は土地的条
件l独占されうる自然力に起因するが︑そのことによって生産

じ現実的一労働時間は価値形成的労働時間としては相対的豊度

のゼロである A地の一時間に対して︑相対的豊度に比例して強

価値形成的労働時間への換算の基準であるから︑ B l D地の同

められそれぞれ二︑三︑四時間ということになるハ不変資本部

に必要な労働時間を短縮する点において工業と異なるところは
の貫徹したところで規定されるのであるから︑優等地において

ない︒前節で明らかにしたように農産物の価値が市場価値法則
例外的に高い生産力を示す労働も︑工業におけると同様に﹁強

分は捨象冗かくて AID地の現実的労働時間各一時間︑計四時

間は価値形成約労働時間としては一 0時間に相当する︒このよ

められた労働﹂として作用するはずだと考えられる︒

うに︑差額地代部分も価値の実体を有するものといわねばなら

農産物の市場価値は土地的条件が相対的にゼロであるところ
の最劣等地・ A地の個別的価値によって規定される@その結

より生み出された特別剰余価値は工業におけるように相殺さる

ない︒だが︑土地的条件によって﹁強められた﹂労働︑それに

べき﹁負の強められた労働(弱められた労働)﹂︑﹁負の特別剰

果︑優等地 BlD地に充用された平均労働は各土地の相対的豊
よって土地的条件日豊度により強められた労働として作用し︑

められた労働﹂︑﹁農業独自の特別剰余価値(超過利潤とであ

余価値﹂を欠くという点では工業と区別される﹁農業独自の強

度に比例してより高い生産力を一示し︑それぞれ市場価値法則に

するための社会的必要労働時間は A地の平均労働が要する労働

特別剰余価値(超過利潤)を生ずる︒小麦一クオーダーを生産

このように超過利潤ハ差額地代)を含む農産物の市場価値

るといえよう︒

(市場生産価格)と個別的価値(個別的生産価絡﹀との総計に

比べてより多くの価値を生みだすことになる︒価値の実体たる

時間である@したがって B J D地の同量の労働は A地の労働に
労働の量は労働時間によって測られるが︑この労働時間は単な

であることを意味しない︒この点︑井よ周八氏は﹁主体的にの

おける不一致は超過利潤(差額地代)が価値の実体を欠くもの

み存在する労働時間﹂ i現実的労働時間と価値形成的労働時間

る現実的労働時間ではなく︑社会的必要労働時間に換算された
通じて確定されるものであり︑極端にいえば競争によって成立

とを峻別され︑﹁労働者の特殊な労働時間は価値形成的労働時

労働時間︑価値形成的労働時間である︒この労働時間は競争を
する市場価値と個別的価値を同じくする資本の下での必要労働

働時間であることは明らかである﹂(井上周八︑前日開書︑一七五

簡に換算されなくてはならないのであり︑この両者が別個の労

タ1 1六時間が農産物の生産に必要な社会的必要労働時間とな

からである︒放に土地生産部門の特殊性によりA地の一クォi

れ
︑ A の価値形成的な時間単位に還元すれば六時間以上になる

の六0 0時間と価値形成的労働時間としては等しいV ハ井上周

間に相当する@こうして農産物の労働時間二四0時間は工産物

れた・価値形成的・労働としては各個別的労働時間が A地の六時

c︑D地の労働時間は︑それぞれの相対的豊度で強めら

ページ)として︑現実的労働時間の不等交換は︑価値したがっ
り︑B︑

人資本主義的生産様式の基礎上では農産物は現実的労働時聞

人前掲書一七六t 一八二ページ)

(7)

て価値形成的労働時間としては︑なんら不等交換ではないとと
を次のように述べている@
がニ・四時間であるにもかかわらず現実的労働時間が六時間の

0ページ)であ

HH
持 事 差 額 地 代I青木蓄広版③1丸
一
二

ってその意味で商品価値としては真実の唯一の司社会的価値﹄であ
る::︒そしてこれが商品生産の正常な関係を表示している﹂︿﹁農
産物価格の決定機構と諸問題川﹂﹃経済論集﹄(佐賀大﹀第五巻一

ハ﹃資本論﹄

明言しているように商品生産の﹃総じて個々人の問の商品交換にも
とづく生産の基礎上で価値の社会的性格が白らを貫徹する様式﹄

ユズムによって成立する市場価値l社会的価値こそ﹁マルクス自身

不等価交換ではない￨￨関係が成立するこ
一種の不等労働交換llB
とは明らかで﹂あるが︑それにもかかわらず︑市場価値規定のメカ

労働の﹃現実的労働時間﹄を基準とするかぎり︑他の部門との潤に

(7﹀この点につき︑花田仁伍氏は次のよラに述べている︒﹁具体的

工業生産物と文換される@この交換はなんら偶然的過渡的なも
のではなく法則的に行なわれる現象である@六時間と二・四時
間との交換は数字上では一見不等交換であるが︑問題は双方の
数字の質・内容であり︑両者の一時間は質的にすなわち価値形
成的労働時間としては異なるのである@なぜなら工産物A の時
間と農産物Bのニ・四時間という場合︑両者の労働時間は全く
同様に生産諸条件は社会的標準的であり︑そこでの労働の熟練
と強度の平均を前提とした労働時間であるという共通の前提を
もっているが︑両者の共通性はそこまでである︒Bの二・四時
間は土地的条件により強められた二・四時間であり︑無地代地
を零点とした豊能度の差別に比例して強められ︑価値形成的労

によって生みだされる特別剰余価値は他方の極に﹁弱められた

さて︑これまでみてきたところによって︑﹁強められた労働﹂

号︑一九七二年︑一七I 一八ページ)︒

に対し他方は土地的条件ゼロのもとでの六時間である︒すなわ

労働﹂︑﹁負の特別剰余価値﹂を伴う必要は必ずしもないといえ

Q
これ

ち﹁A の六時間HBの二・四時間×農度﹂という関係にある@

働時間としては工業の六時間に相当する労働時間である

これを Aの六時間UBの六時間とするなら︑かえって誤りとな

るであろう︒例外的に高い生産力をもっ平均労働が﹁強められ

二九七

る@Bの六時間はA の六時間がさらに土地的条件により強めら
﹁超過利潤﹂と﹁地代﹂

において生産諸条件の相違︑したがって生産力の格差が存する

た労働﹂となって特別剰余価値を生みだすのは︑同一生産部面

の相違は︑両者の同一性こそが本質的側面であることの認識の

趨過利調1差額地代(農業独自の特別利余価値)との問の種々

れである︒それゆえ工業の超過利溺︿特別剰余価値)と農業の

土地を不可欠の﹁生産要素﹂とせざるをえないとい︑ 7こと︑こ

二九八

ことを条件として市場民おける競争を媒介として価値規定の法

うえで︑把握されなければならないのである@

立教経済学研究三七歳二号(一九八三年﹀

るもゐ︑均等化にはいらないものが存しないゆえ︑市場価値が

絶対地代と超過利潤

則が貫徹することの結果であり︑通例︑工業では均等化を妨げ
平均価値として定まる結果︑一方の特別剰余価値に他方の﹁負
の特別剰余価値﹂が対応し︑プラス・マイナス・ゼロとなるの
である@農業にこのような対応関係がないのは資本・労働によ

この前提のもとで

定され︑最劣等地の標準的経営に平均利潤が成立する@だが現

Q

は︑最劣等地の生産物の個別的生産畑山崎によって市場価格が規

代の考察を﹃資本論﹄では行なっている

国最劣等地はなんら地代を支払わないという前提の下で差額地

産条件1独占されうる自然力にもとづいて生産力の格差が生ず

って産出することのできない︑それゆえ均等化になじまない生
るからであり︑したがって特別剰余価値(超過利潤1差額地代)
部分だけ農産物の総価値への追加・増大となるのである@だが

は無関係な地代を支払いうるまでその農産物は価格(価値)をも

ことはありえない@最劣等地の地代すなわち土地量度の差異と

たなければ土地は耕作されないとすれば︑この価格(価値﹀部

実には最劣等地といえども土地所有者が無償で土地を貸与する

て価値の実体を工業ないし社会全体の剰余価値によって補なわ

分は土地所有によって生じたものといえる@だが本来的独占価

すでにみたように︑市場価値の規定によって生ずるこの超過利

れる必要のないことは明らかであろう@このような農工間の相

潤はなんら﹁流通という迂路﹂(向坂︑前掲書︑二一ページ﹀を経

違は競争条件の相還によって生ずるものなのであって︑何ら本

いかにして成立するのか@商品の市場価格が価値でではなく生

産価格によって規定されることにより︑部門ごとの資本構成の

格を前提せずに︑最劣等地も地代を支払いうる価格(価値)が

ならないのである@このような現象的差異を生ずる競争条件の

相違にしたがって︑価値と生産価格との関係において︑@時一三声

質的相違をなすものではなく︑結果現象の差異︑同じ法則同じ

相違とは︑すでに明らかなように︑工業では会ての生産条件が

つの部類の荷品が存することになる@農業資本の平均構成が社

︿陶回開宣議・⑨酋爵 U仰湘附言お・@童画V防潮時言議︑という三

本質が具体的条件を異にする場合に現われる現象的差異にほか

て産出されえない有限な独占されうる不等な自然的生産条件1

資本及び労働の産物であるのに︑農業では資本及び労働によっ

れゆえ生産価格を超える価値の超過分によって地代を支払︑ 7こ

会的平均構成より低いとすれば︑農産物は⑥の部類に属し︑そ
七二﹀︒

よってではなく︑﹁一般的市場状態によって定まる﹂ハK E七

が生産価格を越︑ λてどの程度まで価値に近づくかは土地所有に

り︑土地所有によるその横取りである点では差額地代と同じで

このように説明できる絶対地代は農業剰余価値の一部分であ

とが可能となろう@だが農業資本の構成が低いというだけで
潤に対する自立化の根拠としては十分ではない︒それは工業に

ある@絶対地代を簡単に規定すれば︑土地所有の独占と農業資

は︑低位構成ゆえに生ずる価値超過分︑剰余価値超過分の平均利
おける低位機成部門をみれば明らかであろう︒資本の競争はこ

り︑﹁土地の豊度の表にはかかわりのない地代︑要するに差額

本の有機的構成の低位性というこ条件の下で生ずる地代であ

地代とは概念的に区別される地代﹂(芯班七六回)であって︑資

のような価値・剰余値価の超過分を超過利溺として自立化させ
農業剰余価値が平均利潤への均等化の過程にはいることが妨げ

本が充用される土地一般に生ずるこの地代こそが﹁土地所有の

ないのである︒だが農業には特殊な事情があって︑そのために
られているとすれば︑資本は平均利潤を入手すると同時に剰余

剰余価値量を生産するということにある︒故に︑理論的にはこ

は︑各生産部面の資本構成の相違すなわち同量の資本が異なる

の前提のもとでのみ農業生産物の価値はその生産価格よりも高

適切な表現﹂(百 EZ三八)であるとされる︒この地代の本質

産要素﹂たる土地の︑資本家とは異なる第三者による︑独占的

くありうるのだから︑絶対地代は﹁この仮定をするだけで十分

価値の超過分によって土地所有者に地代を支払うことが可能と

所有である︒土地所有は資本の生みだす﹁剰余価値の平均利潤

なのである@この仮定が成立しなくなるところでは︑これに対

なる@工業民はない農業の特殊事情とはこの部門における﹁生

への一般的な均等化を全部的または部分的に排除するような条
﹁外的な力﹂として資本に相対する

しかし絶対地代は差額地代ハ超過利潤﹀と次の点で異なって

応する地代形態もなくなる﹂ (KE七六九)︒

件﹂の下でしか資本の投下を許さない︑資本には克服できない
七七O﹀︒このような
(VLE

事情の下ではこの部面で生産される剰余価値の一部は土地所有

い個別的価値(個別的生産価格)で商品を生産することにより

ω超過利潤は例外的生産力を有する特定の個別資本がより低

いる︒

から︑農産物価格はこの地代部分だけ︑生産価格からみて︑騰

には同一部門内の競争によって生ずる︒差額地代と工業の超過

市場価値(市場生産価格)との差額として生ずるもので︑直接

ない@だがこの部分も価格から支払われなければならないのだ

者に引き渡されねばならず︑その部分は均等化の過程にはいら

七六一ろは地代 U土地所有である︒だが農産物の市場価格

(VLE

二九九

貴した価格とならざるをえない︒この価格騰貴の﹁創造的原因﹂

﹁超過利潤﹂と﹁地代﹂
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聞の相違︑農業資本の低位構成により同量の資本が生みだすよ

利潤にたいして独立化される﹂

潤が生まれ︑この超過利潤は地代に転化させられて地代として

﹁商品の生産価格を越える商品価値の超過分によって超過利

する農産物価値の一部分をマルクスは次のようによんでいる・

り多くの剰余価値が土地所有によって均等化を妨げられて農業

利潤とはこの点では同じである@絶対地代は有機的構成の部門

部商にとどまり︑地代化するのである@資本構成の部門間相違

な︑生産価格を越える価値の超過分から生ずる地代﹂￡ E七

値がその生産価格を越える超過分﹂ (KE七六九)︑﹁この絶対的

(VLE

七七O﹀︑﹁農業生産物の価

って当該部門の全経営に一様に生ずる@

﹁価値の超過分﹂︑﹁生産価格を越える超過分﹂などと上んでい

巻第六篇においてはこの一箇所だけであり︑その他の場合には

価格との差額を﹁超過利潤﹂とよんでいるのは﹃資本論﹄第三

マルクスが絶対地代化する農産物価値の一部分︑価値と生産

七二):::︒

に基づくのであるから︑工業の超過利潤及び差額地代とは異な
川差額地代では土地所有は超過利潤の形成にも市場価格の成

とができよう@絶対地代の場合には︑土地所有がなければ地代

ぎず︑土地所有がなければ資本はこの超過利潤をも入手するこ

る すでにみたように超過利潤は同一生産部門内の競争によっ

立にも無関係であり︑単に超過利潤の地代への転化の条件にす

相当部分はこの生産部面にとどまって自立的形態をとることは

て成立するもので︑価値と生産価格との差額として異部門間に

Q

い︒土地所有の制限ゆえに農産物価格は絶対地代化すべき価値

できず︑競争による一般的均等化の過程にはいらざるをえな

は本質的に同一のものであった@絶対地代は資本構成の部門間

成立するものではない@それゆえ差額地代と工業の超過利潤と

相違に基づき︑土地所有の介入によって均等化を妨げられてひ

超過分を含む︑生産価格を越える価格(価値)として成立する

きとめられた価値 U剰余価値の超過分であろ@それは諸資本の

のであり︑絶対地代では土地所有は︑差額地代とは異なって︑
る
︒

潤とよぷのは厳密にいえば正しくないのではなかろうか@

部門内競争とは関わりがない︒このような価値超過分を超過利

土地生産物の市場価格(価値﹀形成の規定的契機となってい
以上要するに︑超過利鴻・差額地代は同一部門内の諸資本の
生産力の相違にもとづいて︑競争によって同種商品の一傾向一

これまで見てきたところでは︑超過利潤は同一部門内の競争

いかなる関係にあるのだろうか@

aこの超過利溜と︑商品価値の生

によって生ずるものであった

の市場価格が成立することにより生ずるのであるが︑価値と生
産価格との相違を本質とする絶対地代の場合には価値が生産価

産価格への転化を免れることによって生ずる﹁超過利潤﹂とは

差額地代・超過利潤と右のような相還をもっ絶対地代に転化

格に引き戻されないことによって成立する︒

ll引用者)よりも高い他の諸商
の費用価格(生産価格の意味

マルクスは﹁なぜ農業生産物の価値は︑やはりその価値がそ

み出された剰余価値がこんどは資本家と土地所有者とのあいだ

的な配分過程￨!引用きを阻止して︑この特殊な生産部留で生

ような過程(総剰余価値の︑競争による︑各部門への投下資本に比例

で分けられるように︑それをそれ自身の生産部面に引き止めて

品の場合とは違って︑諸資本の競争によってその費用価格まで
引き下げられないのか﹂と自問していう︑﹁その答えはすでに

ニ
六tz一
七
﹀
おく手段である﹂ (mE一

さらにまた︑この均等化が行なわれうるのは︑ただ︑すべての

競争がこの均等化をひき起こしうるかぎりでのことであるが︑

価格にまで引き下げられないで価値どうりに売られ︑平均利潤

て︑商品の価値が生産価格を越えているにもかかわらず︑生産

以外の第三者による独占的所有という︑特殊な事情の結果とし

このような土地所有︑主たる﹁生産要素﹂たる土地の資本家

その問いのなかに含まれている@なぜなら︑前提によれば︑商

生産条件が資本自身の創造物であるかまたは資本にとって均等

﹁例外﹂︑﹁独自性﹂として説明すべきだとマルクスは指摘して

以上の利潤率を結果する場合には︑それはその部門の﹁特権﹂︑

品の価値が費用価格まで引き下げられるのは︑ただ︑諸資本の

に
ll自然力として￨￨自由に利用できるものであるかぎりで

四
﹀
︒
いる︿百 E六

のことだからである@土地の場合はそうではない︒:::︒だか
ら︑単なる︑土地所有の存在ということが︑前述の間いに答え

以上みたように︑絶対地代に転化する農業剰余価値の一部分︑

は︑剰余価値の配分機構からは止むをえざる﹁例外﹂であり︑

価値と生産価格との差額が﹁超過利潤﹂として自立化するの

ているのである﹂(百 E二四二)
土地所有は資本主義的生産においては﹁派生的なもの﹂(百

この﹁超過利潤﹂は農業 U土地生産部門に特権的に生ずるいわ

E 一四九﹀として現われる@それは﹁古代や中世においては実
に重要な生産の機能者であったが︑工業時代においては無用の

ていると考えられる@超過利潤は︑本来︑同一部門内の優れた

ば﹁例外的超過利潤﹂とでもいうべきものであることが示され

生産諸条件したがって例外的に高い生産力を有する資本の下に

長物である﹂(百 E 一四九)︒資本の側からみて派生的なもの︑
の超過分が生ずる源泉ではないが︑しかし収入の源泉である︒

余計ものである土地所有は価値・剰余価値の︑したがってまたそ
それは土地所有者のために︑彼の所有下の土地が生産条件とし

の差として生ずるのであり︑例外的に高い生産力をもっ労働が

市場価値(市場生産価格)と個別的価(値個別的生産価格)と

のである@したがって超過利潤は同一部門内の競争によって成

強められた労働として作用し生み出す特別剰余価値に基づくも

てはいる生産部面において︑資本家が搾り出す不払労働のうち
の一定部分の﹁取得を可能にする権原であり手段である︒この
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所有は︑その他の資本主義的生産部商において行なわれるこの
﹁超過利潤﹂と﹁地代﹂
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立する範鳴といわねばならない︒特殊な事情の下で︑価値の生
産価格への・利潤の平均利潤への転化・引き戻しを免がれるこ
れるべきものである@本質的内容を異にするこのような二つの

とによって生ずる﹁超過利潤﹂は特殊な﹁例外﹂として取扱わ

は︑総じて剰余価値が利潤として現われ︑競争によって平均利

ものがともに﹁超過利潤﹂という概念用語をもってよばれるの

レベルでは︑平均利潤を越える剰余価値部分はその出自がどう

潤が形成され︑それが生産の調整器となっているより具体的な
であれ︑平均利潤を超える利潤︑すなわち超過利潤として現わ
れるほかはないからである︑と考えられる︒それゆえ︑﹁超過
利潤の地代への転化﹂という場合に︑この﹁超過利潤﹂なる語
に留意すべきであり︑そのうえで絶対地代化すべき価値超過分

はうえにみたような異質の二つのものを含んでいるということ
を﹁超過利潤﹂とよぶのは止むをえないこととも考えられる@
だがやはりそれは超過利潤概念の拡大であり︑理論的厳密さを
そこねることになるのではなかろうか︒
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