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資︑料

村

〝価値法則と配分法則″ −

経済理論学会のための脚報告原稿
−

木

正

身

ム的解釈︶のもとでしかとりあげられなかったのでほないかと

いう点に︑想到した︒この点︑ちょうどラスキンから﹁配分原

理﹂の構想にすすまれ︑年来その主張をつづけてこられた大熊

いた︒しかしながら︑報告者は︑大熊氏の問題提起そのものほ

氏の問題提起作業を想起し︑便宜その論題を藷りさせていただ

評価tたいが︑問題のたてかたには︑後述のようにあらゆる点

ヽヽ

で異議がある︒テーマの本意は︑嫉密にいえば︑むしろ﹁価値

第二に︑マルクスは︑あとで点検するように︑種々の生産形

規定と配分規定﹂とすべきところである︒

用いたことはたとえないとしても︑﹁配分規定﹂および﹁配分法

ペ
シュティンムンクゲゼグッ ﹁規 定﹂および﹁淡則﹂といぅ語をとくに直

いると推定されるのであって︑マルクスが﹁配分﹂にかんして

﹁配分﹂にかんする規定が価値規定から終始慎重に区別されて

重要な相違をふくませているとみられるが︑しかも︑かかる

的生産を前提としたばあいとでほ︑﹁配分﹂という語の意味に

あとで検討するとおり︑商品生産の支配するほあいと共同社会

かげた理由について︒報告者ほ〝イギリスのロマン派︑とく瞥フ きわめて基本的な概念として相当用いているが︑また︑これも

はじめに∴若干のおことわりをしておきたい︒常州に︑むかし 態に関連して︑邦語で﹁分配﹂と区別して﹁配分﹂と訳される
概念としての責teiす︐吉r萱§gという語を︑経済学的に

大熊信わ氏がその論文に使用されたことのあるおなじ題名をか

スキンの経済思想の検討に従事したさい︑﹁配分﹂di賢ibuti呂

という概念にあたるものが優越し︑この概念が︑この語を使用
した思想家虹あっては︑特殊なロマン的規定をうけてのみ意味
をもら︑その点が徹底的に批判されなくてほならないことを検
ー政治経済要義論−−﹄︑関轟院︑一九五八

証したのであったが︵ジョシ・ラスキン︑木村正身訳︑﹁ムネ
ラ●ブルクエリス

年︑の巻末解説参照︶︑しかしそれほそれとして︑他面では︑本

︵六五三︶

九三

年以上もまえにイギリス滞在中﹁配分﹂概念の重要性な把握さ

第三に︑本報告と大熊理論との関連であるが︑大熊氏が三十

来の科学的な経済理論の基底的部分において︑﹁配分﹂なるもの 則﹂という表現が︑重要な存在根拠をもっと報薯者ほかんがえ
る︒この点をあらかじめおことわりしたい︒
にかんする規定が︑マルクスも示唆したよぅに︑﹁価値規定﹂

に放置されるか︑またほ特殊な歪曲︵超体制的ないしフアンズ

とならんできわめでプァイタルな意味をもちながらも︑未開拓

経済痙論学会のための一報告原稿
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第三十三巻

滞五骨

れたとされ︑以来﹁マルクスのロビンソソ物語？﹃配分理論﹂
・﹁経済本質論叶という著述の線で﹁配分原理﹂ないし﹁配分法
則﹂︵氏瞥のっては両者は同一︶について一見した問題展開をさ

︵六五四︶

大熊理論批判をも志している︒
こ

九四

の脈絡のいくつかを︑挙げておきたい︒第側に︑たとえば社会

あらかじめ﹁配分﹂にかんして報告者のかんがえる問題提起

の独自な位遼がいずれ正面から問われる必要があるとおもう︒

主義社会の﹁基本的経済法則﹂といわれるもののうらに︑﹁社

れたことほ周期のとおりで︑経済学説史・思想史のうえでのそ
しかし大熊氏ほ︑非歴史的な自然法則としての﹁配分法則﹂な

隈にみたす﹂という風に︑﹁欲望﹂︵したがって︑使用価佃︶と

会全体のたえず増大してゆく物質的欲望と文化的欲望とを巌大

ヽヽ

るものを主張されている点は︑むかしもいまも︑かわりがな

いう概念が卓越するとみられている︒同時にまた︑社会主東経

ヽヽ

い︒また︑﹁価値法則は配分法則の現象形態である﹂とも︑終始

および対象化された・労働の︑ないしほ労働力および生産手段

主張されている︒この二点は︑納得しがたい︒大熊氏の含意

の︑﹁配分﹂pacコpe駕莞H発という概念を中心においているこ

のとれた発展法則﹂といわれるものの内容が︑すぐれて生きた・

氏の﹁配分原理﹂ないし﹁配分法則﹂には︑およそ価値規定お

ちによっていきなり無媒介紋︑しかもたがいにバラバラに︑押

済のレギュレーターとしての﹁国民経済の計画的な︑つりあい

よびその展開形態としての価値法則からの区別認識もなけれ

しだされていることに︑疑問がある︒ここでほあきらかに計画

は︑無色の形式としての﹁配分﹂の普遍性の強調にあり︑そう

ば︑﹁配分﹂にかんする規定一般とその特殊歴史的法則形態との
ヽヽ
区別認識も︑ない︒﹁配分法則﹂が問題となるかぎりでほ︑その

いぅ意味での﹁配分﹂ほ︑じつはまったく自明である︒しかも︑

問題性は︑大熊氏の趣意とはまったく逆に︑それが特殊歴史的

は︑再生産のバランスをとおして主体的に統山されていなくて

なり配分の主体というものが予想される以上︑配分と欲望と

ほならない︒だからむしろこの二つの﹁法則﹂は︑視点をかえ

とは︑周知のとおりである︒このぼあい︑両﹁法則﹂が論者た

にのみ意味をもつという点にある︒また︑﹁配分法則﹂は価値

ヽヽ

法則近たいし︑いきなりそれを﹁現象形態﹂としてもつような

へ符訂Nざ

て︑川社会主義の規範ないし目的にかんする原理

ヽヽ

く︑むしろまったくべつな意味関連において成立する配分規定

ぎらず︑﹁欲望﹂・﹁使用価値﹂︑以下の主体的経済諸範疇の関連

コp害吉豆ともいうべきもの︑似たんに再生産のバランスとか

﹁本質﹂的ななにかといった上下関係にたつのでほけっしてな

および価値観定からそれぞれ歴史的・論理的に闘展されたとこ

をも正面から包扱するところの︑配分にかんする歴史的・客観

ろのパラレルな関係紅たつものとして︑ほじめて正当に位置づ

けられるべきものとおもうむ以上の意味で︑この報告は間接に

√
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の二者に整墟する必要がありはしないか︒この辺の事情ほ︑従

ヽヽ
的な法則︵Ge琵tN﹀

での優位の側血を︑間接にリプレク卜していることにもなる︒

のもとでの︑﹁主体﹂的経済諸範疇の︑それぞれの特殊条件下

亜種・適制︑もしくほ﹁経済主体﹂

そのものにおける︑種々の歴史的形態の共同社会的経済やその

の恩弁や︑超歴史的﹁経済

の種々の物神的形態︑等々

来の社会主義経済学がまつたく放置してきたところとおもう︒

ただしい意味での山aKO已とすべきもの︑

しかしこの点を解明するためには︑迂回作共として︑マルクス

自身がいったい﹁欲望﹂︵Bed賢f01S︶・﹁必要﹂︵ZOこ・﹁配分﹂
この状況を︑〝オイコス・ノモス″

くことほ︑おかしい︒むしろ︑厳密に科学的・経済学批判的な

政学﹂や︑〝産学協同〟

なり歴史的諸法則を︑経済疲論としてただしく論定すること︑

の﹁経営学﹂等々の領域にゆだねてお

いているか︒そのさいそれらの諸概念の領域と価値規定および

︵くertei−ung︶といった諸概念をどんな叉脈と含恵において用 本領論﹂や︑ブルジョア的主観価値論・限界理論や︑不毛の﹁家

価値法則との関連はどうか︒さらに︑そのような領域にかんす

方法意識のもとに︑主体的経済諸範喘およびそれをめぐる規定
の哲学と

つまりブルジョア経済学の占有物たる状況からそれらを本来の

的規定というものが︑いわゆる〝オイコス・ノモス″

る種々の特殊歴史的﹁法則﹂およびその実在をうらづける一般
は．ちがった厳密に科学的な意味で︑はたしてありうるか︒ある

降︑資本制国家が経済政策ないし経済計画というかたちで﹁資

第三に︑そのことと関連するが︑とくに今世紀の三〇年代以

︒

位置にひきもどすということが︑要請されているのでほない

第二の問題提起の脈絡は︑学説史的と同時に社会史的な反省

力の配分﹂

密に理論的に究明しておくことが不可欠となる︒

とすれは︑その内谷如何︒以上の諸点を︑マルクスに別して厳

に関連する︒いったい﹁欲望﹂とか﹁主体﹂とか﹁選択﹂とい

a

﹁産業構造﹂政策ということで︑手びろく担当するよう軋なっ

a−︻OCatiOnなどと称されるもの︶を︑恐慌対策なり

ひさしくブルジョア経済学の占有物となっできた鶴があるが︑

ン〟の問題ほおなじだ︑したがって﹁配分﹂ほ超体制的な問題

たが︑そういう脈絡でほ資本主義も社会主義も〝アロダーシヨ

象mentu

︵このばあいほ︑distユbu仲山Onというよりむしろ︑

主義形成の一般的始点だった一八七〇年︵〝限界革命″︶以来︑

う概念は︑ゴッセンやクールノー以来︑またとりわけ独占蟄本

学説史を山皮めくって︑ぺディ＝ス︑︑︑ス以前直通るなら︑古代

として意味をもつのだ︑という頗倒された発想法が︑またそれ

作家から近世重商主義のパンフレディアたちにいたる︑そして
ジョソ・ロックによって後始末をされるところの︑相当ひさし

ることは︑ケインズをほじめ︑オイケン︑ティソ．ハーグンなど

にもとづいた経済政策論・政策立案論が︑とみに有力化してい

九五

いたにせよ︑他面その思惟系譜の史的実存自体が逆に︑社会史

︵六五五︶

い使用仙値思想史がある︒この思惟系譜がいかにサカタチして

経済理論学会のための山報告原稿
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第五骨

︵六五六︶

九六

こそが必要なのであり︑ここにも﹁配分﹂の問題が顔をのぞか

肇三十三巻
の主張にもあきらかである︒このような発恩法を政策論の立場

リア的およびプチ＝ブルジョア的のどれかの形態をもつ近代小

せる︒もちろん︑かかる家庭経済も︑ブルジョア的・プロレタ

家族経済たという歴史的脱走をうけてのみ︑問題としうるとこ

で根本的紅批判することが緊要である︒そのためにほ︑国家お
主義的形態の規定とともに︑政策内容の中心としてあらわれる

の〝経営〟にかんしては︑その原理として〝経済原則″とか

ろである︒他方︑資本制企業やこれに準ずる種々の﹁経済主体﹂

よびその政策範疇の体制的・歴史的規定︑政策の国家独占資本
﹁資力の配分﹂の物神的性格︵幻想的共同性︶を批判することが

しろ﹁配分﹂にかんするきわめて基本的な論点を︑マルクスの

れる︒
さて︑本報告ほ︑以上の問題脈紹を念頭におきながらも︑む

街にはかならな︑いか︑という点が︑理論的にも実践的にも︑経
︑ヽヽヽ 営学批判の課題の基底として︑検討を要論されているとおもわ

いわばえせ主体のおこなう︑価値計算の無色な極大化原理の赦

とも個別資本なりその機関が人格化■物神化されたところの︑

とばの本来的意味での﹁配分﹂にかんする原理なのか︑それ

〝合理化原則〟というものが唱導されるが︑はたしてこれほこ

要論され︑そこからもやほり﹁配分﹂という概念の厳密で徹底
以上でいい残した問題提起の脈絡を︑いま一つ補説したい︒

的な吟味と論定が必要となるはずである︒

それは︑資本制生産の総過捷のなかで種々の個別﹁経済主体﹂
のおこなう内部経済としての﹁配分﹂の意味究明の問題である︒
ヽヽヽヽ

まず家庭経済転ついていえば︑それは資本制社会にとってほ諸
商品価値の有力な実現の場であるとともに労働力商品の生産の
ヽヽ
よって非蟄本主義的な生産︵生命の生産︶をおこなう史的範疇

文脈に即して探索することに限定し︑これにつき報告者なりの

場たる史的範噛であるが︑これはじつは家庭がその内郎経済に

でもあるということによって︑媒介されている︒まさ浸この二

三

マルクスが諾rtei−en

宕ユei−ungという用語に︑所得の自然

解釈の方向を試示してみようとするものにはかならない︒

重の意味で︑マルクスもいうよう・に︑﹁バラパラに分れた家内

経済﹂としてほ﹁私的所有がより叫層発展すれほ︑いよいよま
すます必要．になるばかりである﹂ほずだし︑エンゲルやレェワ

ーべの法則といったものの存在理由もこの点に関連する︒資本

的︵資本制的︶﹁分配﹂とほ区別された特別な意味を付し︑ふつう

れの諸著作中に点検されうるが︑その主要個所を端的に挙示す

﹁配分﹂と邦訳されるような意味をもたせて叙述した個所が︑か

に

おいておこなわれるかかる内部経済を無視するのがただしいの

りかこまれ︑疹透されながらも︑そのいわばintermロndia

制生産の総過程の分析の完成のためには︑価値法則の世界紅と

疋はなく︑最後にはこれを解剖することをも︵．て補完すること
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が前提されたはあいについてほ︑仲立経済学批判要綱﹄の第一

のさまざまな部門への労働時間の計簡的配分と同様に︑依然と

しなければならないのと同様である︒だから時間の経済は︑生産

して共同社会的生産の基礎のうえでの第一の経済法則である︒

れば︑Hまず資本制生産を前瀕しない︑もしくは共同社会的生産

ノート中︑﹁貨幣にかんする茸﹂のうち︑﹁共同社会的生産が前

Au董−S．00三︒㈲還本論﹂第一巻第

することとは︑本質的にちがっている︒﹂と述べている︒また︑

早第四節の︑周知の は︑労働時間紅より交換価値︵労働または労働生産物︶を測定

提されたはあい﹂の経済虹ついての叙述︵Grロndr許諾．Diet甲 それはさらに⁚向度な趣旨ですら法則となる︒しかし︑この法則

﹁商品の物神性﹂にかんする叙述の．うち︑この物神性が消失し

ている種々の経済ぬついて叙べた部分︵Das只apit巴﹀M㍉E．・L﹁
L・
資本論﹄の﹁商品の物神性﹂の節でほ︑中世のほあいはぺつ

︵ないし﹁必要﹂︶およびそれとにらみあわせての労働時間の

家族﹂のばあいにも︑また社会主義経済のほあいにも︑﹁欲望﹂

Ausg．．Bd﹂−SS・∞N−00P︶︒目また︑資本制生産登別放とと
しし
た て︑ロビンソン経済にも︑自給生産を営む﹁家父長的農民
ばあいについてほ︑¶資本論﹄での種々ゐ論及︒すなわち︑社
ヽヽヽヽ
金的労働の生産諸部面への﹁配分﹂紅かんしては︑第三巻第十章

﹁配分﹂という規定が︑明白に採用されている︒

I−i．SS・会N﹀

雷の．ご00一uSW．︶︒

それぞれ賦与しながら︑用いているということである︒

会構成体︑ないし歴史的経済主体どとに︑慎重に特殊な恵嘩を

とか﹁配分﹂という語を用いているのではなく︑それぞれの社

件に︑つまり歴史というものの媒介なしで︑﹁欲望﹂︵﹁必要﹂︶

だがここで十分注意されることほ︑マルクスはけっして無条

および第三十七茸での叙述︵Bd邑−一▼SS．N岩ムー￠ふ∞†畏P︶︒

また︑競争による貴本の﹁配分﹂にかんしては︑第仙巻第二十

S・−浣・くg−・BF

三章および第三巻第十輩での言及︵Bd・誉∽S．君∞−のひ￠．Bd−ⅠIH﹀

このうち︑Hのばあいから検討しよう︒この点紅ついてはマ
ルクスほとくに︑労働時間の︑いわば主体的な扁rtei−eタ

という概念に関連させて用いている︒たとえばr要綱しでほ︑

が︵﹁時間の経済︑すべての経済はけっきょくそこに解消する﹂︶︑

しているはあいの﹁時間の経済﹂紅ついての叫般的説明がある

産虻はあい︑つまり︑おそらく経済の﹁主体﹂が二残的に日立

▲コた
einte労コという概念を︑﹁必要﹂︵NOt︶とか﹁欲望﹂︵Bed賢f
iだ
sこ
︶のさい︑﹃豊綱﹄のなかで︑個人および共同社会的生
マルクスは共同社会的生産を前提としたばあいについて︑﹁社会

これは労働時間と自由時間とをつうずるところの瞳由二般︑つ

が︑自己の全欲温に即応した生産を達成するために︑その時間
で知識を得たり︑あるいはかれの活動にたいするさまざまの要

を合目的的に分割しなければならないのは︑個人が適当な比例

い﹂・﹁主体そのものにひとしい﹂時間のことであるとかんがえ

九七

まり︑マルクスのいいかたにしたがえは﹁自分自身紅ひとし

︵六五七︶

求に満足をあたえたりするために︑かれの時間をただしく分割
経済理論学会のための山報告原稿
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第三十三巻

第五官

られるわけであり︑それだけでほまだ︑尊態は社会的・歴史的
ヽヽヽヽヽヽヽ

ヽヽヽ

規定をうけていない︒そしていま︑そのうちの労働時間が歴史
の一環としての共同社会的生産空別技とするか︑または市民社
ヽヽヽヽヽヽヽヽ
会内の歴史的個人を前提とするとき︑そこにはじめて︑時間の︑

︵六五八︶

九八

の区別は︑おそらく報告者によってほじめて提議される︒
四

でながら︑周知の︑マルクスがクーゲルマンにあてた一入六八

以上のうち︑第二の点の方から説明すると︑この点は︑つい

つまづ労働時間の︑社会的・歴史的規定が︑あらわれるのだと

田九童末尾でのハインリヒ・シュトルヒ批判のさいのことばと

年七月十一日付の手紙中の文句とか︑また﹃鹿本論﹄第三巻常

〇〇

解されるわけである︒したがって︑この側面ほすでにいまや︑

ヽヽヽヽ

自然法別問題でほなく︑歴史的法則の問題にはいるものとかん

人間労働の対象への分割ということほ︑じつほ二重の意味をも

か狂おいても読みとれるとおもわれるわけであって︑つまり︑
ヽヽヽヽヽ
ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

つ︒・その血つほ︑社会的労働が︑所与の労働生産性紅おうじ

がえられる︒

さて︑この点を把握したぅえで︑あらためて﹃裳綱﹄の上述

て︑諸生産物の各単位紅必然的な㌻定比率で分割され︑対象化

されるということであり︑いま一つは︑そのこととパラレル

CO

文脈をたどるとき︑こつの点が︑判明する︒軍山に︑これらの

個所とその直前の文脈︑および﹃幾本論﹄の﹁物神性﹂の節の
どのはあいにも︑﹁配分﹂が言及されているかぎり︑労働時間

諸生産物の所要宙が︑ここでほまずもっぱら使用価値としてそ

に︑種々の﹁欲望﹂︵またほ﹁必要﹂︶の存在とにらみあわせて︑
ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

いろなかたちの共同社会的生産を前提とするばあいと︑ロビン

の配分主体がそれぞれ〟応はっきりしているだけでなく︑いろ

の投下諸方向とそれぞれの分割分とが決まる︑そういう意味で

れぞれ決定きれ︑しかるのちそれにおうじて必要な社会的労働
ヽヽヽヽヽヽヽヽヽ

ソソ軋象徴されるような︑市民社会円個人のほあいとが︑しつ
○︵︶

ほ厳密に区別されているということ︒第二に︑労働時間の社会

の二つのことは︑たがいに前提となりあっているが︑しかも︑

も社会的労働が鵬定比率で分割される︑ということである︒こ

前者ほ間接に労働生産性をつうじて以外にほ︑主体的干渉の余

的・歴史的規定濾かんして︑マルクスほ︑男働時間の配分の規
ヽヽヽヽ

ヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽヽ
定と︑労働時間の対象化の規定とを区別しっつも︑はとんど劇
ヽヽヽヽ

紹に述べており︑このため︑おそらくこれまで配分規定の方

の主体的管理までの程々のありかたをゆるす点で︑区別され

それほ資本制生産の基底の指示のた

地がないとかんがえられるのにたいし︑後者は︑放任から任意
−

る︒そしてこのうちの前者こそ︑マルクスがさしあたり上記の

が︑価値規定の強調

文脈で強調しょうとした側面であるし︑これが︑厳密な意味で

め︑もちろんあまりにも当然のことだったが1の背後にかく
別の意義は︑広義の経済学にと？てヴァイタルであること︒こ

れて︑読みとり紅くかったかとおもわれるが︑しか七︑この区
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のいわゆる﹁価値規定﹂にはかならぬとかんがえられる︒つい

ても︑かれの具体的労働ほ︑すでに人間労働という範疇を同時

の点を周到に指摘している︒だから︑たとえたまたま孤島紅い
ヽヽヽヽ︑

モを︑かれほ︑もつ︒このことを︑マルクスは詳細に注意して

に獲得しているし︑諸生産物の生産のための平均労働時間のメ

でながら︑このことから推論されることほ︑社会主義社会匿お
ける価値法則残存の問題紅かんしてほ︑過渡期の問題としての

いる︒人間労働の対象化規定は︑すでにそこに成立しているわ

商品価値法則と︑社会的労働の存在とともに存在するものとし

けである︒ただ︑奇妙なディフォーの仮定によって︑市民社会

とは︑区別し

ての歴史的価値規定︵社会的労働の対象化規定︶

忙中断されているという不自然な状況にあるけれども︑市民社

交換によって︑現実に社会的意味を実現することを︑無理やり

がかり監劇時隔絶されているから︑この人間労働の対象化が︑
ヽヽ

てかんがぇるべきであろうということである︒
00
つぎに︑第一の点︑すなわち︑共同社会的生産のほあいとロ

社会的生産を前提とした種々のほあいの労働時間の配分が︑歴

スのいうように︑ロビンソソの経済には﹁価値にかんする山切

会はロビンソンの脳裡をつうじて実在し︑だからこそ︑マルク

ビンソソ・クルーソーのばあいとの区別の問題であるが︑共同

ロビンソン︑ないしかれに象徴された﹁個人﹂︑すなわち市民

かとなる︒すなわち︑山面では︑ロビンソソほ︑自分の延長に

におけるいわゆる﹁配分﹂というものの二番の意味も︑あきら

そこで︑そういう価値規定とパラレルに︑ロビンソンの経済

の本質的規定がふくまれている﹂わけである︒

史的条件疫規定されていることほ山応明瞭だとして︑問題は︑

社会内個人のばあいをどう解するかにある︒問題はもっとも簡
ない︒まず︑人間は本質的に社会的存在であって︑孤立人とい

単で超歴史的であるようにみえて︑じつは︑けっしてそぅでほ
うものは本釆ありえず︑けっきょく︑交換をつうじて市民社会

はかならぬところの︑つまり快楽と苦痛とを比較評鼠する主体

ヽヽヽヽ
そのものにはかならぬところの︑﹁時間の経済﹂︵﹁節約﹂︶を︑

の仲間となるか︑それともなんらかの歴史的共同体︵家族諸形

ぎりでほ︑これは自明なことである︒生物学的な意味での︑エ

おこなう︒ここでは︑労働時間ほ︑その二部分となる︒そのか

態をふくむ︶のご貝となっているかのどちらかたらざるをえな
い︵この点ほ﹃要綱﹄の上述個所の直前でマルクスが明確に論じ

こ紅ある︒功利主義の洗礼をうけたゴッセンが﹁発見﹂▲したと

ネルギー節約の法則といった態の︑超歴史的な自然法則が︑そ

ヽヽヽヽヽ

ている︶︒そこで︑事実ロビンソソも︑孤島漂着前は冒険商人で

あったかもしれないが︑狐島での経済は︑十八世紀の代表的イ

おもった法則とほ︑そのようなものであった︒しかしながら︑

ギリス人︑ピュアリタン的経営者精神紅みちみらた人物で︑市

これは自明なことで︑ブルジョア経済学をべつとすれほ︑経済

九九

民社会内個人たる面目をうしなわないことは︑著者ダニエル・

︵六五九︶

ディフォーの社会観からも帰納されるし︑マルクスの文脈もこ
経済理論学会のための劇報告原稿
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第三十三巻

第五号

︵六六〇︶一〇〇

ヽヽヽヽ

と分割規定とを区別し︑後者をめぐつて労働時間の﹁配分﹂を

㈲まず︑労働時間の﹁配分﹂について︒社会的必要労働の総

とはどういう意味か︒

ヽヽ

学＝ポリティカル・エコノミーの取扱うべき範囲外に属する︒

語り︑さらにまたとく紅競争に関連して資本の﹁配分﹂紅論及

ヽヽヽヽ

だが他面でほ︑ロビンソソほけっして自然界からの採取だけで

している︒そこでの﹁配分﹂

体︵総労働時間︶ほ︑特殊的生産物への盈的に規定された社会

ヽヽヽ︑ヽ

やっていせほしないで︑船から鉄砲をもちこみ︑小麦を″神の

的欲望に照応し︑社会的分兼をとおして分割的監あらわれる︒

配慮″ で栽培し︑時計とインキとぺンで生活を設計し︑まさに

こにおこなわれる労働時間の配分の法則性は︑その条件におい

十八世紀イギリス市民らしい﹁欲望﹂をもって︑生活する︒そ

﹁使用価値は︑個々の商品にあっては︑その商品が絶対的にあ

な比率的分且鼠だけがあい異なる諸︹生産物︺群に蛍省れている︒﹂

けが費されているほかりでなく︑社会的総労働時間のうち必要

︑
用価値である︒だから︑﹁各個の商品のうえに必要労働時間だ
ヽヽヽヽヽヽ

ても内容紅おいても︑すでにまったく﹁市民的﹂である︒ただ︑ このための条件は︑個々の商品のばあいと同感︑依然として使
ロビンソンの生活がふつうの﹁市民﹂の生活の実際とちがう重
要なもう劇つの点を付加するなら︑それほ︑かれ自身の労働力
ヽヽヽヽヽヽヽ
のロング・ランでの再生産の場としての家族経済が︑つまり第
三の意味での﹁配分﹂が︑捨象されているということである︒

だがこの捨象は︑﹁市民﹂と﹁市民社会﹂の自立化にとって︑不 る欲望を充たすということに依存するものとすれは︑社会的生

いする最的に規定された社会的欲翠私通当であり︑したがっ

産物藍にあっては︑その生産物鼠が各特殊的種類の生産物紅た

て︑労働がこれらの寵的に限定されている社会的諸欲望紅比例

可欠なわけでもある︒こうして︑ロビンソソ匿おける労働時間
立化しないかぎりほ︑共同社会そのもの︶のそれとはまったく

ことに依存する︒﹂﹁社会的欲望︑すなわち社会的規模での使用

してあい異なる生産諸部面に比率的に配分されている︑といぅ

の配分法則が︑あらゆる共同社会内的個人︵ないし︑個人が自

一般は︑価値規定一般があるかぎり︑それと並存するとして

あつまって︑社会的総労働時間︵価値生産物︶に対応し︑これを

動揺的﹂︵BdJiI．S−N−￡な物料相恩的規定性が︑無政府的に

規模での欲望群と︑使用価値によるその二つ一つの﹁弾力的・

︵以上︑Das只apita−︼Bd﹂IH−SS・雷†P︶︒ところで社会的

生産諸部面に帰施する部分を規定するものとして現象する︒﹂

価値は︑ここでは︑社会的総労働時間のうちあい異なる特殊的

異なったものであることも︑あきらかであるじたとえ配分規定
も︑歴史的諸主体の態様紅おうじて︑きわめていろいろな配分
法則がありうるわけである︒
五
つぎに︑目のはあい︑すなわち資本制生産の全体についてみ
るときにも︑マルクスほやはり明確紅社会的労働の対象化規定
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上︑﹁価値法則は配分法則の現象形態である﹂︵大熊氏︶という

身はあくまでも本来対象化規定であって分割規定ではない以

基本的混乱ほ︑もほやゆるされないということである︒

分割させるが︑もし﹁比率的に多すぎる﹂生産物があっても︑そ

されたかのようにし・か売られない﹂︵Bd・−ⅠⅠ﹀S・雷のこ結果とな

の余剰な部分は無用となり︑﹁あたかもそれが必要な比率で生産

が競争であることほ︑マルクスの明言がある︵望・HIHわー芦︶︒

ヽヽ

㈲掛卦掛掛かをあい異なる生産諸部面間紅﹁配分﹂するもの

のバランス ︵いわゆる需要供給の瓜致︶をとおして社会的に実

んし︑また︑資本そのものの商品性にもとづく諸条件にかんし

もっとも︑資本の﹁配分﹂と労働時間秒﹁配分﹂との関連にか

るから︑この対応の盈的馴致の保証は︑価値法則が再生産過程

の分割部分のかかる鼠的制限ほ︑﹁価値法則一般のいっそう展開

﹁配分﹂の規制者はほたして価値法則か︑競争かという点に疑

て︑問題はのこる︒が︑総じて︑資本制生産の総過程における

現することによるはか︑なにもない︒つまり︑社会的労働時間
された衷現にはかならない︒﹂もっとも︑価値法則がこのように

問ほのこるとしても︑ともかくそこでの配分規定の︑資本制に
ヽヽヽヽ
独自な非自立的性格があきらかであれば︑さしあたり十分であ

社会的労働の資本制的﹁配分﹂者としてあちわれるためには︑

質される労働の総数を右の程度に︹支払能力ある社会的欲望の

競争が媒介者となる︒つまり﹁競争は︑たえず︑各商品種類に

る︒

al−Otment；をば︑共同社会的生産のもとで直接に自立化してあ

した意味での配分規定は︑ない︒価値法則による︒natura−

こうして︑資本制生産が前提される範囲でほ︑およそ自立化

毘に照応するまで︺減少させようとする﹂︵B㌣Ⅰ：i−S・N−P︶︒

的なものであり︑なんらかの生活主体がこれをおこなうのでは

らわれる配分規定と混同することほ︑ゆるされない︒

ヽヽヽ
要するに︑労働時間の資本制的﹁配分﹂とはこのような非自立

なく︑ネケッレタスないしレギュレーターとしての価値法則が︑

なことは︑こうして超歴史的配分法則なるものがありえない以

は︑労働時間の社会的対象化規定としての価値規定と︑不断の

れば︑つぎのとおり︒窮二に︑労働時間の社会的配分の規定

以上の推論から帰結される中心論点のみを端的紅二点にしぼ

六

競争に媒介されつつ︑その代役をほたすわけである︒使用価偲
ヽヽヽヽヽヽ

条件にもとづく労働時間の分割規定としての配分規定の︑市民
ヽヽ

社会紅おけるこのような特殊歴史的ありかたを︑資本制的配分

上︑また︑価偲規定の展開物としての価侶法則が︑たとえ資本

栗本制生産のもとでの価値法則︵および競争︶軋よる無政府的

密接な関連をもちつっも︑明確に区別されるべきものであり︑

法則と名づけることがかんがえられる︒ついでながらあきらか

制生産のもとでの労働時間﹁配分﹂につき︑競争を媒介として

︵六六一︶一〇仙

主体の真空を埋めて便宜規制者の役をはたすとはいえ︑それ自
経済理論学会のための一報薯原稿
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第三十三巻

罪五号

︵六六二︶一〇二

分共〟の項︶で明示したところだった︒とくに資本主義のも
分﹂が比喩的・非自立的にのゑ息味をもつときさえ︑それがび使
とは
では︑光・空気など︑もっとも簡単な動物的樽潔ささえ︑人
用価値条件匹制限きれているものとすれば︑総じて配分規定
＝二
労働
のこ
欲望の一つであることをやめ︑人間がなんら人間
ヽヽヽ すぐれて主体的経済諸範疇にかかわるということ︒間第
忙者︑

稿中︑〝私有財産と労働″の項︑参照︶︒およそ始原的な意味で

的欲求をもたなくなるぼかりか︑動物的な欲望さえもなくな
の配分規定は︑たとえけっきょく生活主体の即自的内面構造
の
る帰
︑着
とマルクスは述べている︒
論理としてのエネルギーの節約ないし﹁時間の経済﹂一般に
他方︑﹁主体﹂という概念についても同様である︵同︑第三手
するかもしれないとしても︑それ自身を歴史的・社会的規定に
よる媒介なし笹論じてみても︵いわゆる﹁経済本質論﹂の立場︶︑

︑人間︵とその共同体︶は︑そのあらゆる生存関係の﹁主体﹂
無意味︑もしくはあまりに自明であり︑問題が喪失するばかはり

であるし︑この生存条件がたんに人間にたいする対象的存在に
だということ︒
以下︑残された問題点の若干について述べる︒第∴紅︑﹁と
主どまりつづけるなら︑﹁主体﹂にほ変化が生じえないし︑した
がな
って歴史も生じえないだろう︒歴史は︑生存条件が人間に合
体﹂的経済諸範疇の歴史性の意味が︑追求されなくてほなら

体う
さ範
れ︑生産関係として展開されてゆくことによって︑成立す
い︒つまり㌧配分規定の歴史性ほ︑﹁主体﹂や﹁欲望﹂とい
る︑
︒こうしてまず私有財産が︑労働をつうじて人間そのものに
疇そのものが歴史的・社会的にのみ意味なもつという点から
合体され︑かくて私有財産が︑いわば本源的な物神﹁主体﹂と
さらに解明される余地があるとおもわれる︒
な味
る◇ついで︑商品が︑貨幣が︒そして最後紅︑資本とそれに
たとえば︑社会主義の前提では︑人間の﹁欲望﹂が真の意

奉仕する生産力の機械体系や官僚制が︑完成された物神﹁主体﹂
で白由で豊富転なりうるのに反して︑一般に私有財産制を前
提
し︑
て︑あらわれる︒しかしそれとパラレルに︑人間︵とその
とするところでは︑﹁あらゆる現実的・ないし可能な欲望﹂とほ

共と
同体︶およびその労働は〝疎外″され︑それ自身が歴史的に
一見市民的にいかにも〝自由″にみえても︑じつほ﹁ハエが
慈態展開をとげる︒このような﹁主体﹂の相対分裂の矛眉の解
りもち竿におぴきよせられる弱点﹂であるところの欲望とし
決は︑﹁主体﹂が絶対的に人間に還ることによって︑つまり︑
て︑どのよう虹﹁共同体的・人間的本質一般の搾取﹂軋はか
な
まっ
ず資本制と私有財産制・官僚制との廃絶によって︑最後紅ほ
らないか︑とくに︑貨幣欲がどのようにして﹁国民経済によ
生産力の磯城体系そのものの自在化にょって︑ほじめて可能だ
て作りあげられた唯一．の真実の欲望﹂となるか︑等については︑

とお
いよ
うことになる︒要するに︑以上の意味において﹃主体﹂概念
マルクスも﹁経済学・哲学手稿禁館主手稿中︑〝欲望・生産
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が歴史的紅のみ意味をもつこと︑抽象的・超歴史的な﹁主体﹂
なるものが存在しないことを︑論定しなくてほならない︒

試論︵﹁価値法則と配分法則−近代家族経済の意味検討

号︑仙九六〇年五月︶をかき︑本稿ほそれとおおくの重

をかねて−﹂︑窟川大学経済論叢﹄︑第三十山巻懲二

第二に︑一歩をすすめて︑﹁配分妄はじめ︑主体的経済諸範
複がヽ
あヽ
るヽ
けれ疇
ど仙
も般
︑の
同歴
時史
に性
︑そ
若の
干も
のの
補は
正︑
とほ
山た
部し
のて
展な
開に
とに

諸論点︶があることを︑おことわりする︒報告の席上︑

︵とくに責本別生産のもとでの﹁配分﹂の意味にかんする

あきらかにする必要がある︒それほ︑けっきょく所有関係の歴 をふくませたっもりなので︑上記試論と区別の必要を感
史性から︑またほ︑おなじことであるが︑生産力の発展という じ︑後日のため︑ここに印刷のかたちでのこすことにし
ことから︑くるものとみてよい︒この点︑共同体的所有の種々 た︒璧ロにさいし︑時間の関係で説明を省略した個所
の史的形態︵参娘︑マルクス︑﹃資本制生産に先だつ諸形態﹄︶

どとに︑﹁共同社会的基礎のうえでの滞〟の経済法則﹂の具体的

︵六六三︶

副〇三

表する︒︵山九六〇・山二・一〇︶

なあらわれかた・その相互の差異が︑検証されなくてほならな とくに感想や質疑をいただいた大熊信行・伊東岩両氏に
感謝したい︒またこの主題につき当研究所主催の研究会
いだろう︵そのさい︑近代家族経済も︑あわせて対比検討を要
において種々示唆をいただいた研究員各便にも︑謝意を
とか﹁経済原則﹂−般を論ずるのほ︑なにも論じないのとおな

しよう︶︒およそこれらの差異を捨象して〝オイコス・ノモス〟

じことになるっ
最後紅︑以上の立場から導出された観点にもとづいて︑冒頭
であげたいくつかの問題脈冶が︑あらためて解明されなくてほ
ならない︒これらは︑すべてこの報告のあとに薄された問題群
である︒
︵追記︶1これは︑聾者が経済理論学会第二回大会二九
六0年五月二十一二一十二日︑於︑立教大学︶の常二日

に︑自由論題の一つとしておこなった報告の原稿であ
る︒筆者はこの報告にさきだち︑これとおなじ題目で一
経済理論学会のための一報告原稿

