
素人による経済学説史の学習ーその２ 

わかみず会（2018.9.19） 
            鈴木利一 

＊「その１」篇から「スミス」を省き、「リカード」を再録した（一部修正した）。今回は、「ワ
ルラス」（と、できれば「マルクス」）を取り上げる（それ以降の「ウェーバー」などは再録しな
かった）。 

◯採り上げた二書 
　『経済学をめぐる巨匠たち』（小室直樹、ダイヤモンド・グラフィック社、2004） 
　『思想としての近代経済学』（森島通夫、岩波書店、1994） 

◯小室直樹（1932-2010）紹介 
東京生まれ、京都大学理学部数学科卒業、大阪大学大学院経済学研究科、東京大学大学院法学政
治学研究科修了。フルブライト留学生としてアメリカ留学。 
著書に『危機の構造』（ダイヤモンド社）、『ソビエト帝国の崩壊』、『韓国の悲劇』『国民の
ための経済原論Ⅰ、Ⅱ』（以上、光文社）、『「天皇」の原理』（文藝春秋）、『小室直樹の資
本主義原論』、『日本人のための経済原論』、『数学嫌いな人のための数学』、『論理の方法』
（以上、東洋経済）、『日本の敗因』（講談社）、『小室直樹の中国原論』、『日本人のための
宗教原論』（以上、徳間書店）、『資本主義のための革新』（日経BP）、『痛快！憲法学』、『日
本人のためのイスラム原論』、『日本国憲法の問題点』（集英社）他多数 
大衆啓蒙書が多い。ソ連の崩壊を予測して有名に。「奇矯な評論家」。 

◯森嶋通夫（1923-2004）紹介 
京都大学経済学部卒業、阪大教授、ロンドン大学教授。 
著書に『イギリスと日本』、『続イギリスと日本』、『サッチャー時代のイギリス』、『政治家の
条件』（以上、岩波新書）、『学校、学歴、人生』（岩波ジュニア新書）、『無資源国の経済学』
（岩波全書）、『自分流に考える』、『なぜ日本は「成功」したか』（TBSブリタニカ）、『ワ
ルラスの経済学』、『リカードの経済学』、『マルクスの経済学』、『ケインズの経済学』 
「日本でノーベル経済学賞に最も近い学者」と言われたことがある。 

◯『経済学をめぐる巨匠たち』（小室直樹）に記載されている経済学者 
トマス・ホッブズ／ジョン・ロック　　経済学を生んだ思想 
アダム・スミス　　　　　　　　　　　経済学の父は何を考えたのか   1723ー1790 
デビッド・リカード   最高の理論家が発見した国際経済学の原理 1772ー1823 
ジェレミー・ベンサム   快楽の最大化が正しい経済行動 
ジョン・メイナード・ケインズ  マクロ経済学の誕生    1883-1956 
カール・マルクス   驚嘆すべきは資本主義    1818ー1883 
マックス・ヴェーバー   定説を覆した資本主義発生のメカニズム 1864-1920 
ヨーゼフ・アロイス・シュンペーター 資本主義を発展させるダイナミズムとは  1883-1950 
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レオン・ワルラス   経済学を科学にした男    1834-1910 
ジョン・リチャード・ヒックス  「使える」経済分析ツール   1904-1989  
ポール・アンソニー・サムエルソン ”馬”にでも分かる経済学 
高田保馬    日本に経済学の道を拓いた先駆者  1883ー1972 
森嶋通夫    日本が生んだ世界に誇れる経済学者 
大塚久雄    資本主義の探求に生涯をかける 
川島武宜    私的所有権こそ資本主義の急所 

◯『思想としての近代経済学』（森嶋通夫）に記載されている経済学者 
リカード   分配と成長の一般均衡理論 
ワルラス   「価値自由」の提唱／大衆間の完全競争 
シュンペーター   エリート主義の経済学／エリートの転身 
ヒックス   市場の類型学 
高田保馬   人口と勢力 
ヴィクセル   資本理論と人口 
マルクス   経済学的歴史分析  
ウェーバー   合理的行動の社会学／倫理と経済／私企業官僚制 
パレート   脱合理的行動の社会学／エリート層内の興亡  
フォン・ミーゼス  自由放任の予定調和／社会主義と価格機構 
ケインズ   新ヨーロッパの構想／セイ法則の清算 

　二人に共通に取り上げられている学者（編みがけしてある）（アダム・スミスを例外として）を採用する。
直接原文を調べず、解説文から理解しようとする場合、複数の解説文を採用した方が、少しは客観性が保た
れると考えたからである。とはいえ、小室は森嶋の弟子を任じているから、同じ角度から切り込んでいる可
能性は否めない。 

【まえがき】から 
◯『巨匠』（小室）から 
経済学の扱う対象は唯一つ「近代資本主義」だけである。 
それ以前の研究は、経済史であり、歴史の範疇である。 

言葉の使い方について 
レッセ・フェール（自由放任）を唱え市場ベスト主義を信奉する学派を総て古典派と呼ぶ。 
それに反対する学派をケインズ派と呼ぶ。 
両者の識別条件は「セイの法則（Say’s law）」にある。 
この法則を公理とする学派を古典派、否定する学派をケインズ派と呼ぶ。 

◯『思想』（森嶋）から 
NHK教育テレビ「人間大学」講座（1993年7月ー9月放映）のテキストを拡充したもの。 

（序章　近代経済学私感） 
　リカードこそ近代経済学の父である（アダム・スミスは取り上げていない）。 
リカードとマルクスは理論的に非常に似ている。したがって、マルクスも近代経済学者。 
リカードの差額地代論とワルラスの希少性理論は、本質的には酷似している。マルクスはリカード
の影響を受けている。したがって、リカード、マルクス、ワルラスを近代経済学の第一世代と考え
る。リカードの偉大な後継者はマルクスとワルラスである。 
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　需要と供給の関係に関するマルクスの記述（売り手と買い手の競合によって価格がきまる）と、
ワルラスも同じ市場感（＝「中近東の市場」）を持っていた。 
伝統的に経済学は、企業は利潤の極大を追求し、個人は効用の極大を追求する場としての市場（＝
「中近東」型）を考えていた。 
　しかし、現実の経済は、需給によって価格が変化する市場と、価格が固定されていて、市場で
受給数量が調整される市場がある。 
　リカード理論にもワルラス理論にも、実は、価格固定的な市場があった。経済学者は前者（自
由な市場）に注目してきたが、1960年代後半から近代経済学者の眼には、市場は一様ではなくなっ
た。 
　同様に、取引される財も一様ではなくなった。財には「耐久財」と「消耗財」（＝「非腐敗財」
と「腐敗財」）に分かれる。同じ扱いをすることはできない。 
　経済主体自身も変化してきている。利益極大を求める資本家と最大の効用を求める労働者とい
う分類から、企業者と資本家は区別されねばならないし、工場労働者と事務労働者（快楽主義者
というよりも「出世主義者」というべきか）という分岐も出てきた。経済主体が多様化すると、
経済システム内の行動様式（モデル）も多様化する。 
　こうした現実の変化に対応するために、リカード、マルクス、ワルラスの原型を、近代経済学が
どのように変形させてきたかを見る。 

リカードのセイの販路法則「供給はそれ自身の需要をつくる」の扱いは重要である。 
マクロ経済学の命題としては、通常「総貯蓄（すなわち貨幣や証券（＊投資ではない？）での形
の貯蓄と実物での貯蓄の和）はそれ自身に等しいだけの総投資をつくる」と解釈される。 
ここではミクロ経済学（市場問題）の視点から考察する。ミクロのセイ法則が成り立てば、マク
ロのセイ法則も成り立つからである。 
ところが、現実の経済ではセイ法則は成立しない。理論としてのセイ法則を解体したケインズの項
で考察する。 

【ワルラス】（『巨匠』） 
◯レオン・ワルラス（経済学を科学にした男）（1834-1910） 
　数理経済学の始祖、さらに精緻化したのが、パレート、ヒックス教授、サムエルソン博士。 
ワルラスは経済学を「科学」に高めた、と言われる。 

　ここでマルクスの誤りを解説する。 
労働価値説（モノの価値は投入された労働時間によって計られる）について。 
同じ労働時間を投入しても熟練工と見習い工では大きな差が出る。熟練工の１時間＝見習い工の
５０時間、この換算率が必要になる。マルクスはこれを「市場のメカニズムによって決まる」と
した。 
　投下された労働時間が商品の市場価値を「決める」としつつ、労働の実質的価値は市場で「決
まる」というマルクスの学説は循環論に陥っているとして批判を受けた。（＊オーストリアの経済
学者オイゲン・フォン・ベーム＝バヴェルクによる。後出） 

　社会現象において「総ては、総てに依存する」という実態を、マルクスは理論的に説明するこ
とができなかったのである。 
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　マルクス以外にも多くの経済学者を悩ませた「相互連関」ーひとつの社会現象は、他の全ての
社会現象に依存するという実態を、ワルラスは一般均衡理論（＊全ての財を対象とする）によっ
て解明し、それまで科学として認められていなかった循環論的説明にも救いの手を差し伸べた。 

　ワルラスはまず２財の交換がどのように展開されるかを考察し、これをベースに多数財の交換、
競争均衡を分析した。モノの価格は需要と供給の均衡点に決まるという事を、多数の財が同時に
交換され、相互に作用しながら各財の価格が決まっていく現実的なメカニズムの中で、連立方程
式体系の解として説明したのである。 
　例えばパンの価格は、現実にはパンの需要と供給だけで決まるわけではない。米や蕎麦やパス
タなどの代替品の価格が安ければそちらへ流れるだろうし、ジャムやバターなど付随して消費され
る商品の価格にも影響されるだろう。もちろん、商品としてのパンの価格には、原料となる小麦
粉の価格も大いに影響する。このような価格の相互依存関係を、ワルラスは数学的に定式化した
のである。 
　 
　科学的実験を行うには、まず①変数を分離し、②原因と結果がリニアな関係にあることを証明
できるよう「条件を制御」する。原因と考えられるすべての条件を一定にし、一つの条件だけを
変数として分離して、これを動かす 
→原因と結果のリニアな因果関係が解明できる 
＊ごまんとある財について実際にやれるか？ 
　経済学では実際に「実験」を繰り返すことができないから、実験に代わる画期的な方法を、ワ
ルラスは残した。多数の財の市場からなる経済を数理モデル化して条件の制御を可能にし、相互
連関的な因果関係を数学によって解明したのである。 

　ワルラス理論を数学的に定着させたのが、ヒックス教授である。ヒックス教授は「総ては、総
てに依存する」というワルラスの理論をさらに推し進め、一つの変化がどれくらいの波及効果を
もたらすのか、網の目を伝って全体に波及していく様子を数式に定着させたのである。 

【ワルラス】（『思想』） 
◯ワルラス（１）ー「価値自由」の提唱 
　ワルラスの社会主義は産業の国有化ではなく、土地の国有化であった。 
彼は「経済発展とともに土地価格は今後激騰するであろう」ことを、経済理論的に証明すること
によって、彼の「土地私有は悪だ」という信念を科学的に正当化しようとしたのである。 
彼は「科学」と「社会主義」を切り離し、『純粋経済学要論』（『要論』1874）では経済学は 
 純粋理論（純粋経済学）（経済の動きを分析する自然科学） 
 応用経済学（純粋経済学を利用して政策的分析をなす） 
 社会経済学（純粋経済学を使って、道徳的に正当とみられる経済社会について論じる） 
に分けた。 
　森嶋は、ワルラスが科学的分析と価値観を分離して考える思考方法は、自分の経済学の保全策
として主張された、と言っている。貧しかった彼は、雑誌に投稿しても彼の「土地国有化」構想
が編集者の反感をかって、採用されなかった、という。 
　第２、第３の分野には見るべきものはない、純粋理論の研究に手間取ったから。 
　晩年には、『要論』に続く『応用経済学研究』、『社会経済学研究』が出版されたが、後世の
人には無視されたようである。 
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　彼が理想とする経済は、土地が国有化された経済であり、いかに彼が理念的に支持しようとも、
純粋経済学の領域では考慮されることはなかった。それは社会経済学に委託された。 
　ワルラスは、初期の段階、『要論』以前から土地国有化構想を持っていた。 
『要論』では、 
「発展しつつある社会では、 
(1)労働の価格すなわち実質賃金は著しく変化せず、 
(2)土地用役の価格すなわち地代の価格は著しく高騰し、 
(3)利子率はかなり目立って下落する。 
（リカード的「価格変動法則」の影響を受けて、「発展しつつある社会の価格変動法則」と呼ん
でいる） 
　ワルラスの経済学方法論は、科学的分析と価値判断の思考ははっきりと分離されている。ワルラ
スが使う概念は、全て「理想型」である。例えばワルラスが仮定する市場は「完全な組織を持っ
た市場」（現実の市場では株式取引所など極めて限られている）である。 
　純粋理論は現実を観察し、それに適合するような理論的モデルを作る。ワルラスが「発展しつ
つある社会の価格変動法則」を導出し得たのも、理想型を使って分析をしたからである。森島は、
こうした理想型概念の意識的使用と、価値判断と科学的推論の分離は社会科学の基本であると評
価し、ウエーバーに先立ってワルラスが確立した、と言っている。（＊リカードだって、理想型概
念で推論を行なっているではないか？ここでは、価値判断と科学的推論との分離に重点を置いて
いる？） 

マルクスでは(1)は(1’)「実質賃金は低下する」、(3)から資本の利潤率の低下→産業の行き詰まり 
→産業の国有化、社会主義化を主張した。 
ワルラスは、(2)を強調して、（理念的には）土地国有化を主張した。 
マルクス：科学的産業社会主義 
ワルラス：科学的土地社会主義 

【ワルラス】（『思想』） 
◯ワルラス（２）ー大衆間の完全競争（＊？） 
「発展しつつある社会における価格変動法則」→「科学的土地社会主義」 
「価格変動法則」は、システムがうまく回転することを前提にした時の法則である。 
どの財の需要も供給に等しく、生産に使われないままに放置された機械（資本財）は残っておらず、
労働者だけでなく土地も完全に雇用（利用）されているならば、機構はうまく回転している。 

 ワルラス理論は難しいから、ワルラスのシステムをヒックス流に書き換えて説明する。 
簡単化のために、無限に広い国を考える。地主階級は存在せず、労働者と資本家と企業者からな
る。生産される財は、消費財と生産財であり、貨幣と証券が流通している。 
　消費財にも生産財にも、消耗財と耐久財がある。消耗財は１回、消費か生産に使ったならば、
２度と使うことができない財であり、耐久財とは数回ないし数年にわたって繰り返し使える財を
いう。生産財は、原料は消耗財だが、機械その他の資本財は耐久財である。消費財にも耐久財（テ
レビ、冷蔵庫、自動車）がある。 
　通常の消費財の場合、需要が供給に等しいところで価格がきまる。 

耐久財の場合。 
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（ワルラスの優れている点は、資本財の耐久性を明瞭に考慮した一般均衡理論を作った点にあ
る。） 
　一つの耐久財には少なくとも二つの市場がある（中古耐久財市場は、ここでは無視する）。 
自動車を売買する市場と、レンタルで貸借する市場がある。自動車の価格P、レンタル料金p。 
ここでは、直線的減価償却法（１０年）を仮定して、 
新車のレンタカーの純収入は  p - 0.1P  純収入率は　(p - 0.1P)/P 
レンタル業と銀行が共存するための条件は、 
 （＊） i = (p - 0.1P)/P  i は銀行の利子 
書き直すと 
 （＊＊） p = (i + 0.1) P 
　今Pで自動車の市場の需給が一致していると仮定し、公式（＊＊）に従ってレンタル料金を計算
したとする。他方、レンタル市場には需給が対峙しているが、それらを均衡させる料金は必ずしも
公式で計算された料金と等しいとは限らない。いまpをレンタル市場を均衡させる料金であるとし、
前出の公式で自動車の価格Pを計算すれば、このPでは自動車市場の需給が均衡するとは限らない
のである。 
　このように耐久財の場合には、均衡すると仮定しても二つの市場が同時に均衡することはあり
えない。（注④二市場に調整機能があるとすれば、一市場とみなすこともできる） 
　耐久財が生じるとともに、価格の市場調整機能は重大な障害を被ることになる。 

二つの市場（自動車市場とレンタル市場）の均衡がともに成立するのはどういう場合か。 
　耐久財（自動車）の供給量は、自動車製造会社が生産した新車の総数である。需要には二種類
ある。個人の消費用の需要と、（レンタル業者の需要を含む）業務用の需要である。 
個人の需要は消費需要として処理され、業者のそれは投資として処理される。自動車の需給の均
衡とは、総供給量と、消費需要と投資（業務用の需要）との均衡に他ならない。 
投資は、レンタル業の企業者（やその資本財を購入する各産業の企業者）によって決定される。
どれだけ投資するかは、企業者の見通しによって決まる。投資が生産量を上回る場合もあれば、
その逆もある。 
自由経済であっても、耐久消費財がある場合には、レンタル料pと耐久財の価格Pが（＊＊）に
よって拘束される結果、価格機能（全均衡条件が成立する）は耐久財市場で作動せず、売り残り
や品不足が生じる。（＊（＊＊）は作用しなくなる？「セイの法則」は作用しなくなる！） 

　以上と同じことは一般の耐久資本財（機械）についても言える。まず企業は機械を新品市場で
購入し保管すると同時に、他方で保管中の機械を生産に使用する。（機械の生産への貢献をどう
評価するかは機械問題の最重要課題の一つだが、その問題を解くため、）企業の生産部門と機械
保管部門との間に機械の生産用役の内部取引市場（レンタル市場）を擬制的に想定する。生産部
門はレンタルで機械の生産用役を保管部門から購入すると考えるのである。各企業は、保管中の
機械がその企業の生産部門で完全利用されるように機械の生産用役の価格p（会計計算用の価格）
を定め、このpを機械の使用費として生産物価格を決める。他方、新品機械の市場には消費需要は
なく投資需要のみがあるから、新品市場の均衡価格Pは、その機械の総供給（生産量）が総投資需
要に等しい点に決まる。しかしこのPとすでに決められたpの間には、公式（＊＊）が成り立つと
は限らない。一般の場合、いかに経済が自由でも、価格機構が正しくー全均衡条件が成立するよ
うにー機能しはしないのである。 
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　ワルラスは、「セイの法則」を導入して、耐久財市場の不均衡を見失った。（＊「発展しつつあ
る社会の価格変動法則」は「セイの法則」を暗黙の前提にしている。） 

　　ワルラスは、資本供給者としての資本家に対立し、独立に行動する資本需要者としての企業家
の重要性を強調したが、、セイの法則を導入することにより、供給されただけの需要は必ず発生
すると考えた。このことは投資需要者としての企業者は、貯蓄供給者（資本家、地主）の意思に
従属的にしてしまった。 

　現実の世界では、企業者が適当だと判断した投資量よりも、生産量が多ければ、作られすぎで
あるから、生産者は生産を縮小するであろう。また、その逆も。現実の世界では、セイ法則が主
張するように供給に需要が適応するのではなく、逆に生産（供給）が投資（需要）に適応するの
である。投資が少ないところでは、失業が生じる。 

　このような困難は、耐久財の持つ比重が大きくなったこと、生産力が増大したため耐久財につ
いて容易に生産過剰が起こりうるようになったからである。 

　社会主義国では、セイの法則は成り立たない。社会主義経済は、ある限りの貯蓄を投資に使用
した。それは投資の効率を無視したものであり、不必要な巨大なダムが造られ、不必要に重いト
ラックがつくられた。効率を無視するのだから、生産すべきものは無限にあり、ケインズ型失業
の憂いはなかった。しかし、このような放漫な投資は、果実をほとんどもたらさなかった。 
　自由主義経済ではセイ法則は成立せず、失業が生じるが、社会主義経済ではセイ法則が成立して、
完全雇用が実現する代わりに、長期的な経済の効率は悪い。 

【マルクス】（『巨匠』） 
◯カール・マルクス（1818ー1883）（驚嘆すべきは資本主義） 
　マルクスは、経済法則のみならず、それを支える社会、歴史にも法則性があることを明らかにし、
古典派の説をさらに広げ、一般化したのである。この世の経済、社会、歴史には、それを動かす
一般法則が存在し、人間にはこの法則を操作する力などない。これこそが「疎外」の真髄であり、
マルクスが残した最大の業績である。！！（＊その根拠は？） 
　小室は、マルクス主義を滅ぼしたのは、その後継者の無能ぶりにある、と言う。ソ連を滅ぼし
た直接の原因は、未完工事とゼロ金利である。経済法則を無視して計画された工場や橋など、累々
たる未完工事こそソ連経済崩壊の元凶である。計画性のない計画経済で国を滅ぼしてしまったの
である。　 
　金利をゼロにしてしまったのは、彼らが「利子は悪」と思い込んでいたからである。だが、利
子は経済活動の生命線なのである。利子が発生しないから未払いが蔓延する。モノは作られず、
仮に作られたとしてもまともに流通しない。作るのが面倒なら買った原料は積んでおけば良い、
売るのが面倒なら商品は倉庫に眠らせておけば良い、というわけだ。別に利子がつくわけでもな
いし、給料が減るわけでもない。 
　未完工事とゼロ金利によってソ連経済は全く機能しなくなってしまった。物価に、経済に、市
場に命令を下すとは、これほど恐ろしい暴挙なのである。（＊『ソビエト帝国の崩壊』（1980）
には、「利子は悪」という宗教的発想があったとは出てこない。国家が国有企業に資金を貸し出
す時利子をつけないというシステムを問題にしているのであろう。究極的には貨幣を廃止したい
という発想はあったと思われる。） 
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　マルクスの思想が廃れたのは、後継者の無能ぶりにあるが、マルクス自身の「限界」もある。 
なぜマルクス経済学は滅んだのか。 
「労働価値説」＝「商品の価値は労働の投入量によって決まる」（リカード説をそのまま引用し
た） 
　リカードとの違いは、リカードが「資本主義はいずれ行き詰まる」というところで分析の手を
止めてしまったのに対し、マルクスは、労働価値説によって「資本主義が行き詰まった後には革
命が起こる」ことを証明しようとした点である。 
　もう一つの欠点は、「労働力の換算」の問題である。 
　労働価値説では「モノの価値は、それを作るのにどれだけの労働時間がかかったかで決まる」
とされている。つまり、１時間で１個しか作れないモノの価値は、１時間で10個作れるモノの10
倍の価値があることになる。熟練職人の１時間と、見習い職人の１時間ではその価値には雲泥の
差がある。商品の価値を算出する際、一体これをどう換算するのか。換算率をどうやって決める
のか、これが「労働力の換算」の問題である。この難題に対して、マルクスは、 
「労働力の換算」＝「労働力の換算率は市場のメカニズムによって決まる」としたのである。 
工賃は高いが腕の確かな熟練工には熟練工の、駆け出しではあるが安い賃金でよく働く見習い工
には見習い工の労働市場が形成される。それぞれの社会的ニーズによって労働力の換算率も自ず
と決まるーと説明したのである。 
「マルクスの説明は循環論に陥っている」と批判したのが、オイゲン・フォン・ベーム＝バヴェル
ク（オーストリア、1851-1914）である。 
その批判は以下。 
　労働価値説において労働時間は「モノの価値を決める要素」だったはずである。その労働時間
の実質的な価値（賃金）が「市場で決まる」となれば、賃金は物価（モノの価値）と相互連関関
係にあるから、話は堂々巡りになり説明になっていない。 

　労働価値説において労働時間は「市場価値を決める」ものであるはずである。その労働時間の
実質的な価値が「市場で決まる」とは何事だー全く説明になっていない、というのが批判者の理
屈である。 
　ワルラスは、経済には多数の財　が存在し、その需要と供給は価格を通じて相互に依存してい
るということを「一般均衡理論」で証明した。 
　マルクスの労働価値説が「循環論であっても十分に説明になっている」と認められたのは、２
０世紀もしばらく経ってからのことである。 
　説明したのはマルキストではなく、ワルラスの一般均衡理論を使えばマルクスの労働価値説を循
環論によって説明しても差し支えないことを見抜いたのがサムエルソン博士だった。サムエルソン
博士はマルクスの弱点をワルラスの理論で補ったのである。これを受けて森嶋通夫教授がシャド
ウ・プライス理論*を使ってマルクスの労働価値説を完全に証明したのである。（？） 
＊線型計画法のシンプレックス法は、単に最適解を得るだけでなく、シャドウ・プライスやレン
ジなどの感度分析に重要な情報を得ることができる。シャドウ・プライスは、制約条件が少し緩
くなったらどれだけ利益が上がるかを示すものである。（webより） 

（注）「商品の価値は投下労働量で定まる」（『資本論』第１巻）　（webより） 
　「商品価格は商品の生産コストである「費用価格」に「平均利潤」を加えた「生産価格」で決
まる」（「資本論」第３巻１-３編）（結局、商品の価格は市場の需給で決まる） 
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　マルキストを自称する不甲斐ない後継者たちが循環論の壁を乗り越えられなかったが故に、マ
ルクスの説は経済学の世界ですっかり存在価値を失ってしまった。 

【マルクス】（『思想』） 
◯マルクスー経済学的歴史分析 
＊ここではマルクスの経済理論は論じていない。もう一つの大きな業績である歴史分析への貢献
（史的唯物論）を論じている。そのため、参考文献としてあげられている、『マルクスの経済学』
（文献３）を検討対象とする。 
　しかし、正直なところ、『資本論』の一部を計量経済学で解釈し直した本論には歯が立たなかっ
たので、序章のみを取り上げる。（＊文献自体の制約もある。） 

序章 
　価値論と再生産論を主たる構成要素とする彼の一般均衡モデルだけを論ずる。 

マルクスの再生産論とワルラスの資本蓄積論とはともに、現代の動学的一般均衡理論の生みの親
として尊ばれなければならない。 

マルクスの労働価値論と搾取理論は、彼の反対者によって繰り返し批判を受けたにも関わらず、誠
に深い示唆を含んでおり、しかるべき条件下では経済学的に有意である。・・・ 
　価値論も搾取理論も最適価値（？）を用いて修正されれば、フォン・ノイマン革命に生き残る
ことができる。 

我々の狙いは、マルクスの偉大さを現代の進んだ経済理論の視覚から認識し、そのことによって、
我々の科学の発展に寄与することである。・・・（本書では）伝統的なマルクス経済学の主要問
題に対して、マルクスが『資本論』の中で行なった貢献を、現代経済理論の水準に照らして評定す
ることに限定する。その主要問題とは、 
(1)労働価値論、(2)搾取理論、(3)転化問題、(4)再生産、(5)相対的過剰人口の法則、(6)利潤率の
傾向的低下、(7)資本の回転 

マルクス経済学は、伝統的な経済学と違って、二つの異なる計算体系、つまり、一方での価格表
示の計算体系と他方での価値表示の計算体系、を展開してきた。もし搾取がなければ両者は一致
する（？）。ところが、搾取が存在する資本主義経済では「価値法則」は純粋かつ単純な形では
発現しない。価値と価格は互いに乖離するのである。それゆえに、転化問題とは、価値表示の計
算体系を価格表示の計算体系のそれに転換することに関わるものである。諸商品の価値を生産価
格に転嫁する問題を論じる。（＊さらに、剰余価値率を利潤率に転嫁する問題） 

14章では、労働価値論を、(1)労働の異質性、(2)結合生産、(3)生産技術の選択との関連で批判す
る。これら３つのうちの一つを認めても、労働価値論は困難に逢着する。厳密に言えば、マルク
スが労働価値説を放棄する用意がない限り、我々はマルクスを受け入れることはできない。労働
価値説なしのマルクス経済学は、効用理論なしのワルラス経済学と同様に、考えられうるのであ
り、その理由は、第一に、われわれは労働価値論を、多くのセクターを操作可能な少数の部門に
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還元する集計理論として理解していることが想起されねばならない。 この集計理論は、ある場合1

には適用可能であり、他の場合には適用できないようなプラグマチックな理論であると、われわ
れは解している。われわれは、厳密な一般理論を求めているために、それを拒否しなければなら
ないのであるが、それを注意深く適用すれば、有用な理論であることを認めるにやぶさかではな
い。第二に、最近の多部門生長理論の発展によって、われわれはマルクスの時代よりずっと豊かな
動態分析の手法を持っている。将来、このような新手法を用いることによって、マルクスの多部
門成長モデルから有益な結論を引き出しうるかもしれない。そうだとすれば、集計操作は回避さ
れるかもしれず、労働価値論の役割は重要性が小さくなるであろう。 

第13章では、マルクスの再生産論が、今日の経済成長理論の原型であったことが示される。この
理論は、現在最も満足すべき動学的経済理論であるフォン・ノイマン理論に匹敵する。フォン・ノ
イマンの斬新な発想の多くが『資本論』の中で明快の述べられていたのを見出すことは、真に大
きな驚きである。この分野でのマルクスの作業は、労働価値論とは独立になされていたのであっ
て、マルクスーフォン・ノイマン型の動学的一般均衡理論にたやすく発展せしめられうるのである。

いまや両学派の生長理論をマルクスーフォン・ノイマン理論に統合することが提唱される。 
＊フォン・ノイマンの経済理論については未調査である。 

○付録ー第１章　価値の二重の定義 
マルクスの経済学では、労働価値論は二つの役目を持つ。 
(1)現実の価格がいつもその周りを変動するような諸商品の均衡価格（あるいは交換価値）を説明
すること。 

(2)多数の産業（つまり、ありのままの姿のセクター）を少数の「部門」に集計するときに用いら
れるアグリゲーター（集計因子）、あるいは集計のウェート（荷重因子）を得ること。 
マルクスは第２の論点ついては、明示的には述べていないが、価値概念を用いて諸産業を部門に
統合したのは事実である。著者は第２の側面が重要と考える。→＊ここから既存の諸理論とはす
でに異なる 

市場価格は偶然的な原因で容易に変化してしまう。マルクスは自己の巨視的経済学を堅固な基礎
に据えたいと思い価値をアグリゲーターとして採用した。 

『資本論』の中には、価値の定義が二つある。 

 第１章「価値の二重の定義」では、次のように述べている。マルクスの経済学では、労働価値論1

では二つの役目をもつ。すなわち、(1)現実の価格がいつもそのまわりを変動するような諸商品の
均衡価格（あるいは交換価値）を説明すること、(2)多数の産業（つまり、ありのままのセクター）
を少数の「部門」に統合するときに用いられるアグリゲーター、あるいは統合のウェイトをえる
こと、の二つである。マルクスは第一の問題に対しては『資本論』で多くのページを割いているが、
第二の論点は明示的に述べていないか、あるいは、気づいていなかった。しかしながら、マルク
スが価値概念を用いて諸産業を部門に統合したのは事実であり、・・・
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（１）：「これらのものが表しているのは、ただ、その生産に人間労働力が支出されており、人
間労働が積み上げられているということだけである。このようなそれらに共通の社会的実態の結
晶として、それらはｰｰー商品価値である。」（１a、p.53） 
（２）：「ある財の価値量を規定するのは、社会的に必要な労働の量、すなわち、その生産に社
会的に必要な労働時間である。」（１a、p.53） 
マルクスはこれらを同義とみなしていた。しかし、これらは価値に関する違った見解なのであっ
て、両者の同一性は、厳密な証明がなされるときに初めて確立されるのである。 

　１単位の小麦（商品１）を生産するのに、a11単位の小麦、a21単位の肥料（商品２）とl1時間の　　　　　　　　　
労働が必要である。小麦の価値をλ1、肥料の価値をλ2とする。 
　小麦１単位の中には、次の分量の労働時間が対象化（結晶化）されていることになる。 
   λ1 = a11λ１ + a21λ２ + l1 

他方、レオンティエフの投入ー産出分析によれば、 
小麦１単位の純産出量（net product）は、小麦q1単位の祖産出量（gross product）と肥料q2
単位の祖産出量を生産することによって得られるから、l1q1時間の労働が小麦産業で雇用され、
l2q2時間の労働が肥料産業で雇用される。１単位の小麦を生産するのに社会的に必要な労働時間
は、次の式で与えられる。 
   μ1 = l1q1 + l2q2                           （生産に入る前の状態？「投入」のみ？） 
l1q1時間の労働が小麦産業で雇用され、l2q2時間の労働が肥料産業で雇用される。 
λ1 = μ１　であるかをどうかを決めなければならない。　　　　(l1は考えない？） 

この問題をもっと一般的な方法で取り扱う。m個の商品を生産する閉鎖経済を考え、初めのn個の
商品は資本財（あるいは生産手段）とし、残りのn-m個は賃金財または奢侈財としよう。次の仮
定をおく。 
(a)各産業にとって利用可能な生産方法はただ一つしかない。したがって「技術選択」の問題は起
きない。 
(b)各産業は１種類の産出物を生産する。つまり、いかなる副産物も生産しない。したがって「結
合生産の問題」はない。 
(c)労働以外のいかなる本源的生産要素も存在しない。労働は不熟練あるいは抽象労働でもって測
定される。したがって「異質の具体的労働」の問題はない。 
(d)全資本財は同一の生存期間を有し、しれを１とする。それゆえ、今期中に使用後も次期の生産
に使われるという本来の意味での固定資本財　は存在しない。 
(e)全商品は同一の生産期間を有し、これを１単位時間とする。 
(f)各生産過程は時点投入ー時点産出型である。すなわち、投入は生産期間の期首に行われ、産出
物は期末に得られる。したがって労働は単位生産期間中に１度だけ用いられる。 
　これらすべての仮定は、労働価値論の原型を作り上げるうえで重要な役割を演じる。ことに、
（d）、(e)、(f)は、全資本、つまり不変資本と可変資本が、全く同様に回転することを意味する、
それはフォン・ノイマンが採用したものであり、分析の単純化を可能にするだけでなく、資本理
論の諸問題の解決を可能にする抽象化である。・・・最初にマルクスのモデルを仮定(a)-(f)を満た
す形で表現しておけば、それをフォン・ノイマン流のモデルに転換することは容易である。労働価
値論が再び取り上げられる本書の終章では、仮定(a)-(f)の意味と結論が全面的に検討され、この労
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働価値論の原型をフォン・ノイマン的に一般化する。すなわち、生産技術の選択と結合生産とが
考慮され、あらゆる種類の労働の均質な「抽象的人間労働」への還元可能性が論じられる。 

　１単位の商品iは、aji単位の資本財j(j=1,...,n)とli単位の労働で生産されるとしよう。ajiは自然的物
理条件の単位で（例えば、ブルドーザー１台あたり２トンの石炭）で測られ、liは時間の長さ、 
商品iの生産過程は、 
   (a1i,a2i,,,,,ani,li) 
のようなベクトルで表される。・・・（p１７） 
商品iに体化された総労働は、 
   λi = a1iλ1 +   ,,,, + aniλn + li  
例えば、二つの資本財と一つの賃金財の場合は、 
資本財については、 
   λ1 = a11λ1 ＋ a21λ2 ＋ l1 
   λ2 = a12λ1 ＋ a22λ2 ＋ l2 
賃金財については、 
   λ3 = a13λ1 ＋ a23λ2 ＋ l3 
＊＊行列式演算　の理解のために、上式を行列式で描いてみる 

　　　　　　　　　　(λ1,λ2) = (λ1,λ2)     a11,a12      + (l1,l2) 
                                              a21,a22        
                               λ3 = (λ1,λ2)   a13             + l3                            
                                                   a23                             
＊＊終わり 

n個の資本財とm-n個の賃金財あるいは奢侈財という一般的な場合は、 
   Λ1 = ΛIA I + L I      (1) 
   ΛⅡ = ΛIA II + L Ⅱ      (2) 
ただし、 
              a11・・a1n                                          a1n+1・・a1m  
                  A I =                 ・・・                                   A II =                             ・・・                                      

                      an1・・ann                                                  ann+1・・anm 

                                                                                                                              

                    LⅠ = (l1,・・,ln),                    LⅡ = (ln+1,・・,lm) 
                    Λ1 = (λ1,・・,λn)                ΛⅡ = (λn+1,・・,λm) 

Aは資本の投入係数ベクトル、Lは労働投入係数ベクトル、Λは価値ベクトル。AⅠは正方行列、A
Ⅱは矩形行列。LとΛは行ベクトルである。 

　価値の第２の定義によれば、・・・ 
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１単位の資本財１の生産のために引き起こされる波及効果（＊資本財を生産するに必要な生産財、
さらにそれを生産するに必要な生産財、・・・）の全てを考慮に入れたのちに必要とされる資本

財、x11、・・・x1n の総計を得るには、次の投入ー産出方程式を説かねばならない。 

 x11 = a11 x11 + … + a1n x1n + 1 

 x12 = a21 x11 + … + a2n x1n + 0      (3.1) 
 ・・・・・・・・・・・・ 
 x1n = an1x11 + ‥‥+ annx1n + 0 
（＊右辺が投入であり、左辺が産出） 
そして、１単位の資本財１を生産するのに必要な労働の総量は、 
        　     　n 

 μ1 =  Σljx1j                                                                                                  (4.1) 
　                j =1 

資本財２については、式（3.1)、（4.1)の添字”１”を”2”に入れ替えることで得られる。 
n組の投入ー産出方程式を一括して表現すると、 
  X1=A1X1 + I        (3) 
            x11 x21 … xn1 
                      X1 =                        …………………. 
                           x1n x2n …xnn 

I はn行＊n列の単位行列 

＊以降の展開は未整理。しかし、次の結論を得ることになっている。 
・・・価値による計算は「観察可能」である。仮定(a)ー(f)が成立しているような経済で、必要な
経験的データが利用できるならば、価値は一点の曖昧さも残さずに計算できるのである。 
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