
   素人による経済学説史の学習ーその３ 

わかみず会（201９.２.27） 
            鈴木利一 

素人を対象にした、経済学の主要学説を紹介した２著 
　『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）文献１ 
　『思想としての近代経済学』（森島通夫、岩波書店、1994）文献２ 
を紹介している。アダム・スミス、デビット・リカード、レオン・ワルサスは済んでおり、今回は
カール・マルクスの番である。労働価値論を中心に紹介する。 

【マルクス】（『巨匠』から） 
◯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。p115（＊マルキストの認識は間違っている？「疎外」感を
味わう、など） 
　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）
文献３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か。） 

　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。 
どんなに高い「技術」や膨大な「資金」、十分に発達した「商業」があっても、それだけでは資
本主義は形成されない。資本主義の萌芽に欠かさざる第四の条件ーそれはマックス・ヴェーバー
が指摘した「資本主義の精神」である。 
　資本主義社会の形成に不可欠な「資本主義の精神」は、資本主義が爛熟した後に出現するはず
の社会主義においても当然なくてはならないものである。否、社会主義においてこそ重要であるー
ということにマルクスは気付くべきであった。 
　資本主義の精神とは、①目的合理的な精神、②労働そのものを目的とし、救済の手段として尊
重する精神、そして③利子・利潤を倫理的に正当化する精神、である。共産主義下の経済は計画
経済だが、資本主義の精神がなければ目的合理的な計画を立てることはできない。計画を立てた
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としても、労働者が労働そのものに喜びを見いだせなければ計画を全うすることはできない。ま
た、利子・利潤を正当化するどころか「利子こそ諸悪の根源」と思っていたソ連はゼロ金利を貫
いた。 
　「資本主義の精神」がないままに「社会主義国」に突入したソ連はどうなったのかー。利子が
発生しないから至る所に在庫の山ができ、私有財産が認められない中で人々は働かず、計画経済
はことごとく破綻して未完工事だけが累々と残った。・・ 
＊「資本主義の精神」を知らなかったのがマルクスの「限界」であり、ソ連の崩壊は必然という
わけか？ 

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。 
　労働価値説には、「労働力の換算」の欠点がある。 
　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、20
世紀もしばらく経って、数学の技術が進歩してからのことである。（＊高木貞治博士の『解析概
論』第１章を参照、とあるので、参照したけれど、何が役に立つのかさっぱりわからずじまいだっ
た。素人向けの解説書は反論を受けないから、勝手なことが言える？） 
　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
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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（＊サムエルソンの項にも説明はない）。

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。（？） 
　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』から） 
◯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4、4’）を検討対象とする。 
　しかし、正直なところ、『資本論』の一部を数理経済学で解釈し直した本論には歯が立たなかっ
たことを告白しておきます。 

○序章 
　本書では、『資本論』の中で展開された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。 1

　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2

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 

 ミクロ経済学、特に価格理論のアプローチのひとつ。主として1つの財の市場における価格と需1

給量の決定をあつかう「部分均衡分析」に対し、多くの財をふくむ市場全体における価格と需給
量の同時決定をあつかう理論を「一般均衡分析」と呼ぶ

 ノイマンは、生産期間の終わりに残された資本財を新しい生産物とみなした。厳密には、『森嶋2

道夫著作集７』第二部ノイマン革命の中で、「ノイマンは、生産期間の終わりに生産物とともに
ある中古の資本財を、製造過程の結合生産物として扱うことができる、と示唆した。資本設備を
用いる過程は「投入」の束を「算出」の束に変換する過程とみなされ、その投入には、その前の
過程から持ち越された資本財が含まれ、算出には、今期末に残存する質的に異なった資本財が含
まれる、と定義される。」p111。さらに、「われわれは古くからの友人であるワルラスとレオン
ティエフに別れを告げて、ノイマンという新しい馬に乗り換えねばならない。」と断定している。
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　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（＊一般均衡モデルで考えているから？）。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。 

14章では、労働価値論を、(1)労働の異質性、(2)結合生産（＊複数のプロセスが並行的に存在す
る）、(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』の中で明快に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。 

○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。 
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『資本論』の中には、価値の定義が二つある。 
（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。」（『資本論』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。」（『資本論』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。  3
   λ1 = a11λ１ + a21λ２ + l1 

他方、レオンティエフの投入ー産出分析（文献６）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                           （＊右辺は投入であり、左辺は算出と考える）

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。 
これが、第２の定義による小麦の価値である。 
λ1 = μ１　であるかをどうかを決めなければならない。　　　　 
→ 付録１ーレオンティエフの産業連関論（投入産出分析）参照 

　価値決定体系と投入ー産出体系の間に存在する双対性という現代的な問題に直面する。この問
題こそ、レオンチェフの投入ー産出体系の数学的研究を通じて、近年正当経済学者の間に親しま
れるようになったものである。 

　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m-n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。 

 この方程式はマルクスによって次のように説明された。「労働者は、彼の労働の特定の内容や目3

的や技術的性格を別とすれば、一定量の労働を付け加えることによって労働対象に新たな価値を
付け加える。他方では、われわれは消費された生産手段の価値を再び生産物価値の諸成分として、
たとえば綿花や紡錘の価値を糸の価値のうちに、見出す。つまり、生産手段の価値は、生産物に
移転されることによって、保存されるのである。」（全集版、Ⅰa、p261）
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(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
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） 
ある時点での上記の量の材と労働の投入が、１生産期間の経過後、１単位の商品iを生み出すので
ある。１単位の商品iに体化された労働量ーλiで表示するーは、１単位の商品iを生産する場合に直
接に用いられた労働量とそれに直接に用いられた他の生産要素に体化されている労働量の合計と
定義される。明らかに、（a1i単位の資本財1）、・・・（ani 単位の資本財n ）はa1iλ1、・・・
aniλn 単位の労働に体化しており、これが直接に使用された労働li と合体して、商品 i に体化され
た総労働は、次のように決定される。 
   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                             
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＊＊終わり 

　資本財についての２つの方程式が一緒になって２個の未知数、つまり、２つの資本財の価値、
λ1,λ2を同時的に決定し、ついで、次の方程式によって、賃金材の価値λ3を決定する。このこと
から、どの単独セクターも自己の生産物価値を独立には決定し得ないことがわかる。だから価値
は社会的に（強調は引用者）決定されるのである。「交換が商品の価値量を規制するのではな

﹅ ﹅ ﹅ ﹅

く、逆に商品の価値量が商品の交換割合を規制するのだ、ということが明らかになる」（『資本
論』Ⅰa、p86） 

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、・・・ 
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解かねばならない。 

 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、 
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  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。 

○第7章　静学的転形問題 
　マルクスの転形問題の一つは、商品の価値を生産価格に転換する問題である。 
　森嶋は、マルクスの結論をまず要約している、重要な結論は以下の５つである。 
1,「社会そのものーすべての生産部門の総体としてのーのなかでも、生産された商品の生産価格の
総計は商品の価値の総計に等しい。」（Ⅲa、pp202-203） 
2,「とにかく、商品の費用価格はつねにその商品の価値より小さい、という命題が正しいことに
変わりはない。」（Ⅲa、p209）  4
3.「剰余価値と利潤とは量から見れば同じである。」（Ⅲa、p211） 
4.「あるかもしれない回転期間の相違を無視すれば、商品の生産価格が商品の価値と一致するの
は、ただ、資本の構成がたまたま〔同一〕だという部面だけでのことであろう。」（Ⅲa、p207）
5.「すなわち、〔より高い価値構成の〕資本によって生産される商品ではその価値はその生産価格
より小さく、〔より低い価値構成の資本によって生産される〕商品では生産価格が価値より小さ
い。」（Ⅲa、p208）＊４と５は同じことを言っている？資本の価値構成が高い方が商品は高く
売れる、と言っているのか？  5
　マルクスは、資本制的生産体制下では商品の価格はその価値から乖離するであろうこと、価格
と価値は次元を異にする（前者は貨幣、あるいは他の商品でもって測られており、後者は労働時
間で測られている）ことを承知しておりながら、マルクスはしばしば価値タームでの計算と価格ター
ムでの計算を混同している。転形問題の厳密な処理は、価格が価値と次元的に同一になるように、
価格を規準化（normalize）することによってのみ可能になる。（＊本章の中でそれを実証してい
るようである。） 
　次にように結論される。マルクスの命題の多くは、若干修正されたり、若干の仮定を追加すれ
ば、正しいことが判明した。・・・ 
　かくして、次の点は明らかである。すなわち、転形問題の狙いは、「社会的総資本の側からの
労働の総搾取」が、資本主義経済では、価格の価値からの乖離でいかに曖昧化されているかを明
らかにすることであり、もう一つの狙いは、いかにして生きた労働が利潤の唯一の源泉であるか

 商品価値w = 不変資本価値c + 可変資本価値v + 剰余価値m 4

　c + v が生産要素、すなわち費用価格

 資本の価値構成とは、不変資本cと可変資本vとの比率、すなわち、c／v 5

A企業が1,000万円の資本を持ち、500万円を不変資本に、500万円を可変資本に投資する。B企
業が500万円を不変資本に、1,000万円を可変資本に投資する。A企業の資本の価値構成は500/
500万円で100％、B企業は500/1000=50%、A企業の価値構成の方が高い。
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を示すことである。マルクスはしばしば混乱したけれども、彼は転形問題で大きな成功をおさめ
たといってよい。 

第8章　統合問題 
　マルクスが価値と価格の決定問題を論じたとき、ミクロ経済学を問題にしている。ところが、
第２巻の「社会的総資本の再生産と流通」の中で２部門モデル（生産手段の生産部門、消費手段
の生産部門）を展開した。 
　しかしながら、マルクスは、多くのありのままのセクター（あるいは産業）を２大部門に統合
する問題、あるいは、多セクターからなるミクロ経済モデルをより少数セクターの準マクロモデ
ルに縮小するするという、ヨリ一般的な問題を論じなかったことは事実である。非統合体系と統
合体系との間には基本的な諸問題がある（＊森島は３点に整理している）。マルクスはこのよう
な問題を何一つ取り上げなかった。実際彼は、このような問題の存在にさえ気づいていなかった。
にもかかわらず、再生産表式分析において、彼は価値によって産出量決定体系を統合したことは明
らかである（＊森嶋の独創か？）（＊反面、ケインズが価格を統合のアグリゲーターとしたことに
批判的である。）・・・価値のほうが市場賃金ー価格よりももっと強固で確かな基礎を持つ統合
因子であり、このことが、労働価値論を支持する最も重要な分析上の根拠である。 

（＊以下で、多セクターモデルを、より少ないセクターのモデルに統合するという一般問題を定
式化する。m個の産業をr個の部門に統合してみせる。）　 
　最後に、価値を用いたマルクスの統合を、賃金単位を用いたケインズの統合とを比較する。ケイ
ンズは、賃金率に対する市場価格の比率を統合因子として採用した。マルクスが指摘したように、
相対市場価格は時とともに変動するから、賃金単位で表されるマクロモデルの諸係数は影響を受
ける。しかし、それをもとにして、市場価格を説明したり市場で発生するその他の事柄を説明す
るために、マクロ分析が行われるのである。この明々白日たる循環論法は、ジョーン・ロビンソン
によって指摘された。これは正統的経済学のアキレス腱である。 

○第13章　資本の回転 
　マルクスの失敗は、主としてフォン・ノイマンの「黄金律」を無視したことに起因する。もし彼
が、異なった摩滅段階にある資本財を異なった材として扱うという着想を展開していたならば、
減価償却の問題をフォン・ノイマンが展開したような別の一層便利な方法で解決することができ
たであろう。この取り扱い方法にしたがえば不変資本の流動的要素（＊原材料など）と固定的要
素（＊減価償却の対象）の間に、なんらの区別も存在し得ない。不変資本の価値は、すべての生
産物に移転される。p201 

不幸にも、彼はフォン・ノイマンほどには数学的に優れていなかった。彼の人生の最後の部分は、
代数、微分計算、数値例との困難な闘いの連続であった。エンゲルスは、マルクスに代わって『資
本論』第２巻に、つぎのような編集ノートを付さずにはおれなかったのである。すなわち、 
「マルクスは代数学者としては十分な心得があったが、数に計算、ことに商業上の計算には慣れ
ていなかった。と言っても、数冊の帳面の分厚な包みがあって、そのなかで彼はあらゆる商業的
計算方法を多くの計算例について自身で試みているのではあるが、しかし、個々の計算方法を知
ることと、商人の日常の実地計算に習熟することとは、けっして同じではないので回転の計算で
は彼は混乱に陥ってしまった。」（全集Ⅱp347) マルクスが将来の生産のために残された資本財
を経常的生産過程の副産物として扱うという着想を得ていたのは事実だが、彼が結合生産の数学
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問題を解くことができなかったであろうことは、ほぼ確実である。にもかかわらず、彼の再生産
過程の分析は、彼に大きな名誉を与えるものである。彼の分析は、フォン・ノイマン型の成長理
論の萌芽とみなされうるからである。マルクスが一層数学的で、かつフォン・ノイマン・モデルの
解法を考えついていたならば、フォン・ノイマン・モデル全体を独立に展開できたであろう。そし
て、経済理論の歴史において著しい近道が取られていたことであろう。 

○第14章　労働価値論再説 
　フォン・ノイマン説を結合生産の問題に当てはめてみる。簡単な事例を取り上げる。２種の資
本財、流動資本と固定資本を想定する。流動資本は耐久的ではなく、財１と呼ぶ。固定資本は２
期間用いられる。新しい資本財と古い資本財は、それぞれ財２と財３として区別する。プロセス
１およびプロセス２は、新旧それぞれの固定資本材を用いて、流動資本財を生産する。固定資本
は流動資本財を生産するために使用される。フォン・ノイマンの便法によって、古い資本財は新
しい資本財を使用するプロセス１の副産物である。プロセス３は、固定資本財を生産するプロセ
スである。プロセス１は古い固定資本材を使い、プロセス２は新しい固定資本材を使うので、プ
ロセス２の方が流動資本をより多く使用する（0.7<0.9）。 

投入ー産出表は、 

以下の価値決定方程式をうる。 
 λ1 + 0.5λ3 = 0.7λ1 + 0.5λ2                + 1  （プロセス１） 
 λ1              = 0.9λ1               + 0.5λ3  + 1  （プロセス２） 
       λ2         = 0.9λ1                             + 1  （プロセス３） 

これを解くと、負の解を得る（λ1 = -50,λ2 = ~44,λ3 = -12)。  古い資本財を、より新しい資本
財を使うプロセスの副産物とするフォン・ノイマンの取り扱いが採用されると、各財に負の値が
つけられる可能性がある（＊他の書物で証明済）。 
＊マルクス的、あるいは、新古典派的に価値決定方程式を書き換えても、負の解が得られる場合
がある。それは投入係数行列が「生産的」でない場合である。 
　すべての商品の価値が非負に決定されるためには、フォン・ノイマンが等式でなく不等式で価格
理論を定式化したのと同じ方法で、価値論は再定式化されなければならない。・・・労働価値論
の不等式表現を得るために、線形計画問題を考える。（＊以下略） 

○解説　塩沢由典（大阪市立大学教授）文献4’ 
『マルクスの経済学』（原著1973、日本語訳1974）の30年後の評価 
「マルクス・ルネッサンス」と呼ばれた思想の流れに一つの方向づけを与える役割を果たした。 

　　　プロセス１ 
　投入　　　　　　算出

　　　プロセス２ 
　投入　　　　　　算出

　　　プロセス３ 
　投入　　　　　　算出

財１（流動）    0.7                    1   0.9                     1    0.9                    0

財２（新固）    0.5                    0    0                       0     0                      1

財３（旧固）     0                     0.5    0.5                     0     0                      0

労働     1                       ー     1                      ー     1                      ー
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経済学の動きは、当時の社会情勢と無関係ではない。 

２、『マルクスの経済学』とその時代 
　森嶋にとって、マルクスは、ワルラスと並ぶ偉大な数理経済学者であり、森嶋のいう「フォン・
ノイマン革命」を先駆けるものでもあった。 
　『マルクスの経済学』は、大きな成功を収めた。しかし、それがマルクス経済学を再生させた
かというとかなり疑わしい。 

３、統合問題 
『マルクスの経済学』が指摘していること。 
マルクスの意義を強調して、 
①マルクスの基本定理（＊と森嶋が命名したことで、労働者は自己の生産物の全価値を支払われ
ていないことを数量的に実証した） 
②統合の係数としての価値 
③フォン・ノイマン・モデルの先駆としての再生産論 

マルクス（および後継者たちの）限界や誤りを指摘するものとして、 
①価格としての労働価値の無効性 
②利潤率の傾向的低下の証明の不備 
③労働価値説の放棄の勧め 

意義②の統合の係数として労働価値を考えるというアイデアは、1960年代までケインズ経済学の
持っていた絶大な権威と無関係に考えることはできません。（森嶋のアイデア？） 
　森嶋によれば、（価値と価格の不比例といった問題があるにも関わらず）マルクスが労働価値
に注目するのは、・・・などの長期の経済法則を確立することを望んでいたために、彼は、自分
のマクロモデルがもっと安定的で、もっと堅固な統合量に依存しなければならない、と考えたか
らである。 
　これはいかにも森嶋らしい解釈である。『資本論』の第１巻と第３巻とのいわゆる「矛盾の問
題」をこのように解釈しなおした人は、森嶋以前にはいなかった。！！ 
　（ヒックス以後の経済学者は）意味のある経済法則を導くためには、多くの商品、産業を統合
して１つないし２つの部門に統合した体系を考えることが必要であると考えていた。マルクスが価
格の基礎にあるものとして労働価値に注目したのは、統合された体系において資本主義の動態を
分析するためである、と森嶋は解釈した。 
　労働価値を統合の係数とするとき、その統合が偏って導かないための条件を森嶋は問い、それ
を見事に解いた。これは数理経済学の美しい成果のひとつであり、労働価値と生産価格の比例関
係がどの範囲で成立するかを明確にする重要な意義をも持っていた。！！ 

　（＊ところが、ところが、塩沢は言う、）「長期の経済法則を確立する」ために労働価値が他
の統合基準より特に優れたものとは言い難い。労働価値は⑴結合計算、⑵代替的プロセス、⑶異
種労働が存在する場合に困難に遭遇する。経済の長期の動態を分析するには、技術進歩の考察を
欠くことはできない。技術進歩の起こる経済において、労働価値をどのように定義しようと、そ
れが価格より安定的であるとか、長期に安定した傾向を示すといったことは期待できない。 
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　森嶋が依拠する一般均衡体系は、フォン・ノイマンが定式化したもの（その経済では技術がほ
とんど固定化されている）である。 

○付録１ーレオンティエフの産業連関論（投入産出分析） 
　ワルラスは、〈一般均衡理論〉を定式化したが、数学的ではあるが、複雑すぎて計数的ではな
い。ワルラス体系を単純化して計数化したものとして、レオンチェフの〈産業連関論〉ないしは〈投
入産出分析〉がある。 
　国民経済の安定した産業構造を捉えるために、産業連関表を作成する。わが国で最初に使われ
た経済企画庁の表（昭和26年）を取り上げる。 

      産業連関表（部分） 

(単位億円） 

表の横欄は、農林水産業の産出総額（17,386億円）が各部門にいかに売り渡されたかを示す。
2,237億円は農林水産業内部で取引され、85億円は鉱業部門に売り渡され、93億円は建設業部門
に売り渡されたことを示す。 
縦欄の数値は、各部門が農林水産業に売り渡した金額を表す。農林水産業の縦欄の数値2,237億円
は農林水産業が農林水産業に売った金額を表し、11億円は鉱業が農林水産業に売った金額を表す。

    
    生産計数表、あるいは、投入計数表 

　産　業　部　門 非産業部門

農林水
産業

鉱業 建設業 ・・ ・・ サービ
ス業

政府 家計 産出総
額

産 農林水産業 2,237 85 93 304 331 7,675 17,386

業 鉱業 11 58 152 17 53 53 3,002

部 建設業 66 16 28 111 1,955 283 5,645

門 ・・

・・

サービス業 326 80 162 965 1,226 4,772 10,714

非産業 政府 414 79 103 692 ̶̶- 8.016 11.595

部門 家計 10.319 1.445 1,516 6,646 2.902 105 45.703

投入総額 17.386 3.002 5.465 10.714 7.899 37.300 179,788

農林水産業 鉱業 建設業 ・・ ・・ サービス業

農林水産業 0.1287 0.0283 0.0170 0.0284

鉱業 0.0006 0.0193 0.0278 0.0016
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産業連関表の縦欄の数値は、各部門が（例えば）農林水産業に売り渡した金額であるから、逆に
いうと、縦欄の数値は農林水産業が各部門からどれだけ購入したかを表している。 
農林水産業の縦欄の数値を農林水産業の産出総額で割った値は、農林水産業の１単位を生産する
に必要な各部門からの購入金額を示すことになる。 
例えば、2,237/17.386=0.1287は、農林水産物１単位生産する時に、農林水産業から購入する
金額である。11/17.386=0.0006は、鉱業から購入する金額である。この数値を生産計数と呼
び、すべての欄に穴埋めしたものを生産計数表、あるいは投入計数表と呼ぶ。 

以下の式を導くことができる。aを農林水産業の産出総額、bを鉱業の産出総額、・・・とする。 
 0.1287 x a + 0,0283 x b + ……… 0.0284 x h + 9,536 = a 
 0.0006 x a + 0.0193 x b + ……… 0.0016 x h + 233 = b 
  ……………………………………………….. 
 0.0188 x a + 0.0266 x b + ……… 0.0901 x h + 6,205 = h 
非産業部門（産業連関表では省略しているが、配分不明、在庫（増）、輸出、政府、民間資本形
成、家計から成り立っている）の横軸の数値の和である。（産業部門と同じように変数として扱
うやり方もある。） 
これら一次連立方程式をとけば元の値、a = 17,386 などが得られる。産業部門内の相互関係は安
定していると仮定すれば、変数の値を変えることによって色々な経済政策に活用できる。 

簡単のために、産業は２部門（産業１、産業２）からなり、非産業部門は家計のみからなると仮
定する。以下の投入計数表ができているとする。 

        
 投入計数表 

  
第１産業の産出総額をx 、第２産業の産出総額をy 、とすると次の連立方程式が成り立つ。 
 x = 0.1x + 0.4y + （生産物１の家計消費量） 
 y = 0.3x + 0.2y + （生産物2の家計消費量） 
 左辺は供給（生産量）であり、右辺は需要（使用量）である。ここで生産物１の消費量を１単位
（ここでは物財の単位）、生産物２の消費量を13単位とすれば、方程式の解は、x が10単位、y 
が20単位である。すなわち、産業１が10単位の第１生産物を生産し、産業2が第２生産物を20単
位生産すれば、生産は過剰生産でも、過少生産でもない（値は負にならないということ？）。上

建設業 0.0038 0.0053 0.0051 0.0104

・・

・・

サービス業 0.0188 0.0266 0.0296 0.0901

産業１ 産業２

産業１ 0.1 0.4

産業２ 0.3 0.2
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の方程式の解は、各産業の〈均衡産出量〉であるという。（つまり、需要と供給が均衡してい
る。） 
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