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労働説と問題

ている商品である叫」

「サーヴィス商品休は有形物ではなくて，活

動状態にある有用労働そのものである・,．．．．2)。」

「教師がおこなう経済学の講義であるとか，

歌うたいの歌唱であるとかは，講義という具体

的な労働行為や歌唱という具休的労働行為が，

特殊な使用価値として買手に欲望され，貨幣と

交換されて消費されるものである叫」

「サーヴィス産業の特徴は，売物である商品

の自然的性状が物的形態をとらないことであ

る。通常，サーヴィス産業では，活動状態の労

働がそのまま使用価値として他人に需要され，

商品として販売される叫」

以上によれば，サービス商品はその商品体が

「流動状態のままの労働」「活動状態にある有用

労働」「具体的労働行為」「活動状態の労働J等で

ある商品である。表現は少しづつ違っている

が，そのいわんとするところは容易に理解でき

る。すなわちサービス商品とは，その商品体が

「活動状態の労働」，「具体的労働行為」の結果

・成果たるもの， これらの労働の生産物ではな

くて，活動状態のサーピス労働それ自体である

赤堀教授のサービス商品の概念は，以下のい

くつかの引用に示されている。

「〔サービス商品は〕具体的労働過程のまま

で，その流動状態のままの労働が商品体となっ
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1) 赤堀『価債論と生産的労働』 139ページ。［ ） 

内は引用者の付加。

2) 同上， 159ページ。点線部は引用者による省略。

3) 赤堀「サービス・商品・価値について」『経済

系』第 97集， 3ページ。

4) 赤堀「サービス産業の経済学的規定について

—ーマルクス労働価値説に基づく解明ー一」『経

済理論学会年報』第 12集， 114ページ。
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商品だということである”。 このような赤掘教

授のサービス商品論，サービス商品体＝活動状

態の労働説については色々な側面からの検討が

必要であろう。けれども少なくともこのサービ

ス商品体のとらえ方が，サービス商品一般のと

らえ方としては失格であること，あるいはサー

ビス商品全般に共通であると主張されるかぎり

誤りであることは，議論の余地のない事柄であ

る。というのはどう考えてみてもその商品体が

「活動状態の労働」とはとらえられない，ある

いはそれを少しも伴なわない次のような一群の

サービスが現に存在するからである。すなわち

貸家，賃貸アパート，貸テレビ，生産設備，船

舶のリース， レンタカー， 銭湯， 旅館， ホテ

ル，碁会所，ボーリング場等の各種レジャー施

設， ラジオ，テレビ放送，映画上映等のサービ

スがこれである 6)。仮にこれらのサービスをサ

5) この点は実をいうと赤掘教授の初期の論稿では

かなり暇昧である。たとえば次のようにサービス

商品も労働の生産物であると書かれている場合が

ある。

「資本主義経済のもとでは，サーヴィスは商品

として社会的に提供され， 詞品．と・して生産され

る。サービス商品は賃労働の生産物である。しか．．．．． 
し有形物・物的財貨ではない。同じく労働の生産

物ではあるが物の形はとらず，具体的労働過程の

ままで，その流動状態のままの労働が商品体とな

っている商品である。」（赤堀前掲書， 139ペー

ジ。初出『経済評論』 1967年12月号，傍点は引

用者の付加）

「〔商品経済において人々が〕相互に提供しあ...... 
う労働の諸結果たるものは，その自然性状から見

て，有形物の形をとるものとサーヴィスとして有

用性のあるもの•••…の二種類に大別される。」（同

上， 156ページ。初出，上掲誌， 1969年11月号。

傍点および〔 〕内は引用者の付加。点線部は引

用者による省略）

いうまでもないことだが，労働の生産物あるい

はその結果たるものが，それを生産し， もたらす

労働そのものであるというのは，明らかに定義違

反である。
6) これらのうちホテル，ラジオ，テレビ放送につ

いては，赤堀教授もサービス産業に入れている。

前出『経済理論学会年報』 114ページ参照。

第 45巻第 1号

ービスから除外するのであれば話しは別であ

る。けれどもそうでない場合には，一般論とし

てのサービス商品体＝活動状態の労働説の当否

の問題は，すでに決着がついているといってよ

い。それは明らかに誤りである叫だから残っ

ている問題は，上記以外のサービス提供につい

てサービス商品体＝活動状態の労働説が支持さ

れうるか否かという個別的な問題でしかない。

以下でわれわれが検討するのはこの問題であ

り，それを，各種のサービスをそれぞれの性質

に応じて次の 3グループに分けて行なうことに

したい 8)a 

(1) 歌手の歌唱，音楽演奏，舞台演劇等のい

わば無形物を生産し販売するサービス提

供。

(2) 仕立屋のサービス，クリーニング等の物

的対象の加工や修理を行なうサービス提

供，および床屋，学校，病院等の人間の身

体を対象とし，それを「加工”」, 「修理」

するサービス提供。

7) この点を指摘しての赤堀説批判は，すでに小西

一彦氏によってなされている。

「我々は今日住宅を， 美術館を， レンタカー

を，貸テレビを，サービス商品として購入してい

るが，この場合何ら生きたサービス労働を必要と

しないことは明らかである。」（「生産的労働につ

いて」『大阪市人論集』第 13集， 20ページ）

また赤堀教授自身も最近に至って，ホテルのサ

ービスや無人倉庫を例にとり活動状態の労働を伴

わないサービス提供の存在を承認している（赤堀

「サーヴィス産業の販売品について」『経済系』

第114集， 5~6ページ）。しかしこの点を承認

するならば，少なくとも一般論としてのサービス

商品体＝活動状態の労働説は放棄さるべきであろ

う。

8) いわゆる商業サービスについては独自の問題が

あるので本稿では議論の対象から除外しておく。

またいわゆる公務サービスについて iヽ同様であ

る。 .. 
9) マ）レクスは「学校教師は児童の頭脳を加工す

る」と述べている（『資本論』第 1巻， 長谷部文

雄訳，河出書房版， 404ページ， 下段。傍点は引

用者の付加）。
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(3) 労働が対象の空間的および時間的位置変

化を実現する，運輸および保管サービス。

2. サービス労働とサービス商品体 (1)

ー一艇形物を提供するサービスの場合

赤堀教授によれば， サービス商品の廂品体

は，サービス労働の生産物ではなくて活動状態

のサービス労働それ自体である。そこでまずわ

れわれが聞きたいのは，第 1のグループのサー

ビスについて，何故， どのような理由でこのよ

うに規定するのかということである。しかし遺

憾ながら赤堀教授自身からはそれを聞くことは

できない。同教授はこの点に関しては自らは何

の説明も与えず， もっばらマルクスに頼り，彼

の述べているところを繰返えしてその論拠とし

ているにすぎないからである（この点は他のグ

ループのサービスについても同様である）。た

とえば同教授は，サービス労働とサービス商品

とは区別すべきであるとして同教授のサービス

商品論を批判した渡辺多恵子氏と石倉一郎教授

に対して，批判論点には正面から答えず，ただ

次のような返答しかしていない。．．．．． 
「マルクスはサーヴィスとは労働が活動とし

て提供するかぎりでの労働の使用価値をあらわ

す表現であるとしており，サーヴィス労働とサ............ 
ーヴィス商品とを，渡辺氏や石倉氏のようには........ 
区別してはいない叫J

問われている問題の当否と，それについてマ

1) 赤堀「サーヴィス・商品・価値について」 1経
済系』第 97集， 12ページ。傍点は引用者の付

加。

引用箇所は，渡辺多恵子他「赤堀邦雄著『価値

論と生産的労働』をめぐる討論」（『日本の声』第

177号），石倉一郎「書評・赤堀邦雄著『価値論

と生産的労働』（『経済系』第 95集）等における

赤堀説批判に答えたものである。

なお，赤掘教授のサービス商品体＝活動状態の

労働説を最初に批判し，サービス労働とサービス

Jレクスがどういっているかということとは一応

別の事柄であるから，赤堀教授の議論の仕方は

適切とはいえない。けれどもその点はともか

＜，同教授の考えがこのようなものであるな

ら，われわれはマルクスその人の意見を聞く必

要があろう。そこで以下では，主としてマルク

スのサービス論を素材に問題を検討することに

するが，確かにマルクスは，赤堀教授の主張と

は同ーとはいえないまでも，それに基礎を与え

るような考えを提供している。

彼が述べているところによれば，サービスと

は「活動として有用であるかぎりでの労働の特

殊な使用価値の表現］である。 このような定

義だけではこれが一体何を意味するのか必ずし

廂品（生産物）との区別を主張されたのは渡辺氏

であり，ついでは石倉教授である。ただ残念なこ

とには，両氏ともサービス労働とサービス商品

（生産物）との区別は強力に主張されたけれど

も，その際具体的にどのように区別してとらえら

れるのかという点については，皆無とはいわない

までも見るべき発言はほとんどなく，またそれに

基づいて赤堀説を批判することもなかった。そし

てこれがために論争は決手を欠き，今日まで延々

と続く結呆となっている。

両氏の赤城説批判が不徹底となった理由は，上

に述べたように具体的なサービスの分析を欠いて

いることにもよるが， 看過されてならない要因

は，両氏の，赤堀説の基礎となっているマルクス

の考え方，たとえば『剰余価値学説史』における

彼のサービス論や『資本論』第 2巻における「有

用効果」概念に対する無批判な態度である。両氏

ともサービス商品体はサービス労働それ目体であ

るという赤堀説は批判しても， その元になって

いる『剰余価値学説史』のマルクスのサービス論

は批判しないのであり，「有用効果」に至っては

赤堀説と同じくこれをもってサービス商品体とし

ているのである。このようであるかぎり両氏の赤

堀説批判は不徹底たらざるをえないし，赤堀教授

も「マルクスは・い•••渡辺氏や石倉氏のようには区

別してはいない」といっていい抜けることも可能

なのである。赤堀説に通するマ）レクスの考え方の

批判なくしては赤掘説批判も完遂できないという

べきだろう。

2) マルクス『直接的生産過程の諸結果』岡崎訳，

123ページ。同様の表昂は『剰余価値学説史』第

1分冊， 513ページにもある。

- 15 -



経済学研究

も明確とはいえない。けれども彼が同じくサー

ビスについて， これを「労働者から分離できて

彼の外に独立商品として存在する生産物には転

化することはできない労働”」とも規定してい

ることを補って考えると，サービスとは労働そ

れ自体 の具体的有用労働の側面ー一｀であ

り， しかも「生産物に転化することはできな

い」，つまり生産物を生産しない労働であると

解することができよう。そして上記の箇所に加

ぇ，彼が「〔サービス提供者である〕すべての実

演する芸術家，弁士，俳優，教師，医師等々の

場合」は「生産されるものが，生産する行為か

ら分離できない＇）」と述べている点を考慮する

と，サービス提供における労働は，労働者やそ

れの行なう 「生産する行為」すなわち労働と

「分離でき」る対象をつくりださないこと， こ

の意味で生産物を生産しない， とマルクスは考

えているようであり，これがサービスを労働そ

れ自体と規定する理由と推測することができよ

ヽ•

つ。

以上のように解釈し，そして彼が「労働はサ．．．． 
ーヴィスとして買われる 5)」等と述べているこ

とを文字通りそのまま受け取るとすれば， 彼

は，サービス労働は生産物を生産しないという

理由をもって，サービス商品の商品体をサービ

ス労働それ自身と，前のわれわれの表現を用い

れば活動状態のサービス労働それ自体と，規定

していると解釈することも可能である。勿論，

本稿 l節 3で明らかにしたように，マルクスが....... 
文字通り「労働はサーヴィスとして買われる」

とみなしているとはいえないから 6)，以上のよ

3) 同上， 119ページ。傍点は引用者の付加。
4) マ）レクス『剰余価値学説史』第 1分冊， 522ペ

ージ。
5) 同上， 513ページ。傍点は引用者の付加。

第 45巻第 1号

うな解釈は妥当とはいえない。したがって「マ.... 
Jレクスは・・・・・・サーヴィス労働とサーヴィス商品

とを区別してはいない」という赤堀教授主張は

意味がない。しかしその点は別としても，サー

ビス労働は生産物を生産しないということを前

提にサービス商品の商品体を規定するならば，

売買の対象としては生産物は存在しなく，残っ

ているものはサービス労働それ自体しかないと

いう意味で，ここからは容易にサービス労働そ

のものが売買の対象であり，サービス商品の商

品体であるという結論が導きださせるという点

では，マルクスのサービス論は赤堀教授のサー

ビス商品論にその基礎を提供しているというこ

とができよう。

そこで次の問題は，どういう理由でサービス

労働は生産物を生産しないとみなすのか，そし

てその当否いかんということであるが，マルク

スがこう考える理由は，直接その点を説明した

ものではないけれども， 次の『剰余価値学説

史』中の一節からおおよそのところは知ること

ができる。

「ある種のサーヴィス提供すなわちある種の

活動または労働の結果たる使用価値は商品に体

化されるが，これに反し，他のそれは，手でつ

かめるような，その人自身から区別される結果

をあとに残さない。すなわち，それの結果は

販売できる商品ではない。たとえば，ある歌手

が私に提供するサーヴィスは，私の美的欲望を

6) われわれは前稿において，マルクスが「労働は.... 
サーヴィスとして翼われる」等と書いていること
も一つの論拠として，彼の考えではサービスは労
働そのもの，その具体的有用労働の側面を意味し
えいると解説した（前褐誌， 397ページ）が， 前
にも述べたように，サービスが労働そのものだと
いうのはその通りでも，彼はこの労働が売買され
るとは考えていないから，このような解説は不適
切であった。その点， ここで訂正しておきたい。
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充足させる。だが，私の享受するものは，その

歌手自身と不可分な行為のうちにのみ存在して

おり，歌うという彼の労働が終われば私の楽し

みも終わる。私が享受するのは活動そのもの

ー一私の耳へのその反響である”。」

ここでマルクスが「商品に体化される」とい

っているサービス提供は，物的対象を加工する

仕立屋等のサービス提供のことであり， 「他の

それ」といっているのが，われわれがいま問題

にしている歌手のサービス提供のような無形物

を提供するサービス提供のことである。そして

彼は後者を「手でつかめるような，その人自身

から区別される結果を，あとに残さない」とと

らえる。「手でつかめる」ということと「その

人自身から区別される」ということとは一応別

の事柄であるから，彼も文章上はこの種のサー

ビス提供でも，たとえば無形物という形で「そ

の人自身から区別される結果を，あとに残」す

ということを受け入れるかに見えるが，引用文

の後の方で，消費対象たるサービスについて

「私が享受するのは活動そのもの...…である」

と述べて， これを労働それ自体としていること

から考えると，それが彼の本意ではないことは

明らかである。むしろ彼は「手でつかめる」と

いうことと「その人自身から区別される」とい

うこととを不可分のものと考え，「手でつかめ

るようなもの」をつくりださないこの種のサー

ビス提供を，その理由をもって「その人自身か

ら区別される結果を，あとに残さない」として

いるといってよい。また「私の享受するものは，

その歌手自身と不可分な行為のうちにのみ存在

し云々」といっていることも考慮すると， 「そ

の人自身から区別される」ということは， 「そ

7) マルクス『剰余価値学説史』第 1分冊， 515ペ

ージ。

の人自身〔の行為＝労働〕から区別される」こ

とでもあると解してよいだろう。そうだとする

と彼は「手でつかめる」ということと行為＝労

働と「区別」されるということとを不可分のも

のと考え，「手でつかめるような……結果を，

あとに残」す労働だけが労働それ自身と区別さ

れる対象，すなわち生産物をつくりだし，「手

でつかめるような結果を，あとに残さない」サ

ービス労働は，労働それ自身と区別される対象

すなわち生産物をつくりださないと考えている

とみなしてよい。このように考えてみると，サ

ービス労働は生産物を生産しないと規定するそ

の根拠は，「手でつかめるような」対象をつく

りださないサービス労働を，その故をもって労

働者ないしは労働と区別される対象をつくりだ

さないとみなす彼の事実認識にあるということ

ができよう。

しかし「手でつかめるような」対象をつくり

ださないということと，労働と区別されるもの

をつくりださないということとは，明らかに同

ーではない。たとえば歌手は歌うという労働，

すなわち息を吐き，咽の声帯を振動させ，口蓋

で反響させ，節をつけるなどの活動によって，

歌すなわち一定の音色，拍子，施律，強弱等を

備えた音声を発するが，歌を歌うということが．． 
このようであるなら，歌うという労働と歌われ． 
る歌とは明らかに区別されるものであり，歌う

という労働が「手でつかめるような」対象をつ

くりださないからといって，それ自身と区別さ

れるものをつくりださないとは，どう頭をひね

ってみてもいえない。マ）レクスは「私が享受す

るのは活動そのもの—ー一私の耳へのその反響で

ある」といっているけれども，「活動そのものJ

は歌うということであり音声を発するというこ

とである。他方「私の耳」へ「反響」するの
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は，かかる活動によって発せられた音声すなわ

ち歌われた歌であって，彼の間違いは議論の余

地がない。今日ではテープレコーダーを使えば． ．．  
簡単に歌手の歌う歌を録音し， もはや歌手も，．． 
彼の歌うという労働も存在しない場所，時間． 
に，歌を再生して聞くことができる。もし歌手

が歌うという労働によって彼自身とも歌うとい

う労働とも区別される対象をつくりださないと

したら， こうしたことはそもそも不可能であろ

う。だから歌手が歌うという労働によって「手

でつかめるような」対象をつくりださないとし

ても， そのことは少しも歌手自身やその労働と

区別されるものをつくりださないということを

意味するわけではないのである。

同様のことはこの種のサービス提供の他のも

の， たとえば音楽家の音楽演奏，俳優の舞台演

プロスポーツ選手のゲーム劇，落語家の落語，

等についてもいえる。音楽家の提供するものは

演奏された音楽であり，俳優の提供するものは

上演された劇であり，落語家の提供するものは

話された落語であり，

な」対象ではないが，

プロスポーツ選手の提供

するものは彼らによって演ぜられるゲームであ

る。いずれの場合もサービス提供者がその労働

によって彼ら自身とも彼らの労働とも区別され

る対象をつくりだしていることは容易に看取で

きるところである。したがってこの種のサービ

ス提供における労働も， 「手でつかめるよう

労働者やその労働から区

別される対象をつくりだしているという意味で

は，生産物を生産しているといわなければなら

ない。

マルクスが何故以上のような初歩的ミスを犯

しているのかという点については，断定的なこ

とはいえないが，少なくとも次のことはいえよ

う。すなわち彼は，人やその行為から独立して

存在するものは物・有形物だけだという考え方

をこの問題に関してはしているということであ

る。このことは上掲引用で彼が「手でつかめる

ような，

第 1号

その人自身から区別される結果云々」

と述べていることからいえる。「手でつかめる

ような」対象は，

人自身

いうまでもなく物・有形物だ

けである。このような対象だけが人やその行為

から独立して存在するとすれば，物・有形物の

形をとらないもの，たとえば歌や音楽は人やそ

の行為である労働とは区別される独立の存在物

とはとらえられず， 当然歌手や音楽家は「その

〔およびその歌う，

働〕から区別される結果を，

ということになるのである。

以上のことは，上掲引用と同趣旨のことを述

べている，同じ『剰余価値学説史』の次の箇所

からもいえる。

「一方では，

の買手によって）買われ，

演奏するという労

あとに残さない」

いわゆる不生産的労働の一部

が，同じような商品（売ることのできる商品）

でありうる物的使用価値に物体化されることが......... 
あれば，他方ではすこしも客銭的姿態をとらな................... 
い一ー物としてサーヴィス提供者から分離され．．．．．．．．．． 
た存在をもつことなく， また価値形成分として

商品にはいって行くこともない 部のたん

なるサーヴィスが，資本をもって （労働の直接

それ自身の賃金を補

填し利潤が生ずることがありうるのである叫」

ここにいう「物的使用価値に物体化される」

「不生産的労働」とは，前の引用文の「商品に

体化される」サービスのことであり，仕立屋の

サービスのような物的対象を加工するサービス

をさしている。また「他方では」の「不生産的

労働」とは，歌手等のわれわれが問題としてい

8) 同上第 1分冊， 200ページ。傍点は引用者の付

加。
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るサービスのことである。そしてマルクスは後

者のサービス（労働）について，「物としてサー

ヴィス提供者から分離された存在をもつこと」

がない，といっているのである。「物として」

といっているかぎり，文章上は「物として」で

はない場合でも「サーヴィス提供者から分離さ

れた存在をもっ」ということを否定していない

ようにもとれるが，彼の本意がそこにないこと

は，「物としてサーヴィス提供者から分離され

た存在をもつこと」がない， ということと，

「すこしも客観的姿態をとらない」ということ

とが同一のこととして扱われていることからも

明白である。つまり彼においては物の姿をとる

ということと「客観的姿態」をとるということ

とは不可分のことであり，物の姿をとらなけれ

ば「客観的姿態」をもたないのである。だから

サービス（労働）が「物としてサーヴィス提供者

から分離した存在をもつこと」がない，という

ことは，物の姿をとらないから「サーヴィス提

供者から分離された存在をもつこと」がないと

いうことを意味しているといってよい。こうし

た考え方が，物・有形物だけが「客観的姿態」

をもち，またそれらだけが人やその行為から独

立して存在するものであるという考え方を前提

していることは， もはや説明の要はないであろ

゜
）
 ，
 

二つ

以上のようにマルクスの，サービス労働は労

働と区別されるその成果・結果たる生産物を生

9) この点に関しては， 金子甫「『サーヴィス』と
いう労働は人間と区別されるものを生産しないと
いうマルクスの見解について 『生産的労働』

と『不生産的労働』という概念の難点 」（『経
済学論集」桃山学院大学，第 12巻第 1号， 55~ 

6ページ）も参照されたい。
なお，マルクスは同様の考え方を彼の交通論に

おける「有用効果」に閾してもしている。この点
については上掲金子論文および本稿第II節 4を参
照されたい。

産しないとする見解は，人やその行為から独立

して存在するものは物・有形物一一手で触れ目

で見てその存在が砿かめられる対象 だけだ

という考え方を基礎にしているのである。しか

しこうした考え方の誤りは勿輪議論の余地のな

いものである。こうした考え方が支持されるな

らば，音や光や電波，あるいぱ電力，無色透明の

気体等は，人やその行為から独立した存在物で

はない，あるいは独立しては存在していないと

いうことになろう。われわれもまさかマルクス

が本気でこんなことをいうとは忌わないが，こ

の問題に関しては，彼の述べていることから判

断するかぎり，こうした途方もない結論が避け

られないのである。

さて議論は多岐にわたったが，第 1のグルー

プのサービス提供における労働が生産物を生産

しないという考えが， 事実認識の問題として

も，その基礎にある考え方の問題としても間違

っていることはすでに明らかといってよいだろ

う。このグループのサービス提供においてもサ

ービス労働は生産物を生産する。そうであれば

サービス労働は生産物を生産しないからサービ

ス商品の商品体は活動状態のサービス労働それ

自体だという主張は論拠を失なう。このグルー

プのサービス提供においてもサービス労働は生

産物を生産し，この生産物，サービス生産物が

サービス商品の商品体である。

3. サービス労働とサービス商品体 (2)

物および人間の身体を労働の対象と

するサービスの場合

第 2のグループのサービス提供においては，

労働は，物的生産物の生産の場合と同様にそ

の成果・結果たる生産物を生産する。たとえば

仕立屋の識人の裁縫労働の生産物は仕立てられ

- 19 -



経済学研究

た衣服であり，学校教師の教育労働の生産物は

「加工」された「児童の頭脳」である等々。こ

の点は生産物を生産しないとみなされた第 1の

グループのサービス提供とは異なるこのグルー

プの特徴である。だからこのグループのサービ

ス提供におけるサービス商品体＝活動状態の労

働説は，サービス労働は生産物を生産しないと

いうことを基礎にしているのではない。このグ

ループにおいては，たとえば既製服を製造販売

する縫製企業の場合，あるいは調教した競争馬

を生産販売する牧場企業の場合とは異なり，そ

れぞれの労働の対象である布や「児童の頭脳」が

生産者の所有物でないために，労働の生産物で

ある仕立てられた衣服や「加工」された「児童

の顕脳」は売買の対象にはならないし，商品と

して販売されもしない。そしてこのように労働

の生産物たるものが商品として販売されないと

いう前提のもとで，なおかつ仕立屋や学校企業

が何ものかを商品として販売しているとみなし

た場合には，一つの考え方として，売りうる対

象として残っているものは裁縫，教育という労

働だけであり，それ故これが商品であるとみな

すことができよう。赤堀教授自身はこのグルー

プのサービス提供について，サービス商品の商

品体をサービス労働それ自体と規定する理由を

何も説明していない。けれども前稿でわれわれ

が上叙のように説明したことに関しては同教授

も異論を挟んではいないから， このグループ

におけるサービス商品体＝活動状態の労働説の

論理構造をこのように理解しておきたい。そし

て以上のように理解するなら，このグループに

おけるサービス商品体＝活動状態の労働説の当......... 
否の問題は，売買の対象としての生産物生産の

当否の問題であり，また，裁縫労働の生産物を

衣服と，そして教育労働の生産物を「加工」さ

第 45巻第 1号

れた「児童の頭脳」ととらえるかぎり，サービ

ス商品の商品体はこれらのサービス労働それ自

体であるという結論が導き出されるという点で

は， この問題の核心は，裁縫労働の生産物を衣

服と，そして教育労働の生産物を「加工Jされ

た「児童の頭脳」ととらえる通常の生産物のと

らえ方の当否いかんということであるといって

よい。

われわれは前稿において，次に引用するマル

クスの労働生産物のとらえ方を援用して，この

グループのサービス商品体＝活動状態の労働説

の基礎である通常の生産物のとらえ方が厳密に

いえば適切でないことを指摘した。

「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〔生産物〕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，

あとには常に或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……ただ素材の

形態を変えることができるだけである。……だ

から，労働は，それによって生産される使用価

値〔生産物〕の••••••ただ一つの源泉なのではな

し、1)。」

以上に述べるところによれば，生産物は「自

然素材と労働との結合物」であり，労働はその

「ただ一つの源泉なのではない」。なんとなれ

ば労働以前に「人間の助力なしに天然に存在す

る」自然素材の存在が前提であり，労働はただ

この「素材の形態をかえることができるだけ」

だからである。このように考えるとしたら，通

常労働の生産物というけれども，そう呼ばれて

1) マルクス『資本論』 (1),85ページ。 〔〕内

は引用者の付加，点線部は引用者による省略。
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いる対象を労働のみがつくりだすとか創迭する

とかいう具合にとらえることはできない。そこ

で，労働それ自体がつくりだし創造するもの，

すなわちこれこそが正真正銘の労働の生産物で

あるととらえられるものは何か， と問うとすれ

ば，それは通常そう呼ばれている対象そのも

の，その全体ではなくて，労働自らが実現する

ところの「素材の形態を変えること」，すなわ

ち自然素材の形態変化＿変化した自然素材の

形態一ーと答えるほかないであろう。

このような生産物のとらえ方は，人間の自然

への働きかけという構造において労働をとらえ

た場合のものであり，いわば究極における労働

生産物のとらえ方だが， こうしたとらえ方は，

仕立屋の仕立職人の裁縫労働の生産物というよ

うな具体的ケースにも適用可能である。勿論衣

服の縫製の場合には， 自然索材そのものではな

くて，過去の諸労働によって形態変化がすでに

なされている，労働生産物である布という素材

が，裁縫労働によって形態変化され衣服に仕立

てられる。けれどもこの場合でも労働が生産物

の「ただ一つの源泉なのではない」という関連

は同一である。すなわち衣服の生産においては

裁縫労働によって布が形態変化されて衣服が仕

立てられるのだが， この労働対象である布は裁

縫労働の生産物ではないから，衣服は裁縫労働

を「ただ一つの源泉」とはしないし，それは唯

ー裁縫労働の生産物でもない。ここでも衣服は

布という素材と裁縫労働との「結合物」であ

る。だから裁縫労働の生産物，それ自身がつく

りだしたものを規定しようとすれば，それは布

という素材の上に実現されたく形態変化〉＿

変化した形態――ーとするほかない。

このように裁縫労働の生産物を衣服ととらえ

る通常のとらえ方は厳密にいえば適切でない。

厳密にいえば裁縫労働の生産物は衣服そのもの

ではなくて，あるいは仕立られた布である衣服

の全体ではなくて，布の上に実現されている

〈形態変化〉である。そうであれば仕立てられ

た衣服を売らないからといって彼は労働の生産

物を売らず，労働そのものを商品として売ると

みなすべき理由はなくなる。彼は売買の対象た

る生産物として，その裁縫労働によって布の上

に〈形態変化〉を生産しているのであり，これ

を彼は商品として売るのである。

われわれは前稿で大要以上のように述べて，

第 2のグループのサービス提供に関するサービ

ス商品体＝活動状態の労働説を批判した。これ

に対し赤堀教授は論文「サーヴィス産業の販売

品について」（前出）で拙論を次のように批判

された。

「しかし， これは実のところおかしい。この

『形態変化』は対象物のうえに引きおこされ，

『対象物の形態変化』として実現されるのであ

って， それから『対象物』を抜いてしまえば

『形態変化』は宙に浮いたものでしかありえな

くなる。……ということは『対象をぬきにした

形態変化』というのは無理であって， 〔サービ

スは〕やはり対象に変化をつくりだす具体的労

働の作用してしか把えられないということであ

る。したがって，このような場合には，注文主

たる買手（＝客）は， 自分の所有する物のうえ

に形態変化をひきおこす技術的な効果あるいは

労働の作用（効果といってもよい）にたいして

支払うのである 2)。」

上掲の赤堀教授の拙論批判はかなり曖昧であ

る。拙論のどういう点を批判しているのかはっ

2) 赤堀「サーヴィス産業の販売品について」 『経

済系』第 114集， 3ページ。 （ 〕内および点線
部は上に同じ。
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きりしない。取りようによってはく形態変化〉

を生産物ととらえることを批判している一ーそ

してこれにもとづいてく形態変化〉を売買の対

象と規定することを否定している一ーと解する

ことができる。またこのような生産物のとらえ

方は容認するが， この-く形態変化〉を売買の対

象とすることはできないと批判しているように

も受け取れる。赤堀教授の主趣が前者にあるな

ら勿論後者は不用である。逆は逆である。だか

らいずれか一方であることは確かであるが，ぃ

ずれと断定する確たる証拠も見当らないので，

以下では両様の場合を想定して批判に答えてお

きたい。

そこでまず最初に前者である場合を想定する

が，この場合には，上掲箇所でいう「『形態変

化』は宙に浮いたものでしかなくなる」とか

「対象をぬきにした形態変化」などという表現

は，これらが「『形態変化』は対象の上に引きお

こされ，『対象物の形態変化』として実現され

る」ものであるということとの関連でいわれて

いることであることを考慮すると，そのいわん

とするところは， ＜形態変化〉を，「対象物」で

ある布から区別し，独立化してとらえることは

できないということであり，この意味でく形態

変化〉を裁縫労働の生産物ととらえることはで

きないということであろう。そしてその際「そ....... 
れから『対象物』を抜いてしまえば」とか「対..... 
象をぬきにした形態変化」などという表現を考

慮すれば，＜形態変化〉が「対象物」である布

と区別され独立にとらえられるためには， ＜形

態変化〉は「対象物」を「抜いて」も，あるい

は「ぬきに」しても，あとにそれ自体が残るよ

うな対象でなければならないということを含意

している。したがって以上のようにいうことの

前提には，一般にある対象が他の対象と区別さ

第 45巻第 1号

れ独立のものととらえられるためには，それは

他の対象と目で見，手で触れて区別と独立性と

が認識されるようなものでなければならないと

いう考え，すなわち対象の区別と独立性とをそ

の物体的区別および独立性と同一視するという

考え方が存在することは容易に看取されるであ

ろう。このような考え方を前提すれば，＜形態変

化〉は，それが「対象物の形態変化」である以

上「対象物」である布とは物体的に区別も独立

化もされるはずがないから，これを布と区別し

独立化して生産物ととらえることは不可能であ

り，われわれのように区別し独立化することは

「対象をぬきにした形態変化」という「無理」

を犯すということになろう。

赤堀教授の拙論批判の主趣が，仮にく形態変

化〉を布と区別し独立化して裁縫労働の生産物

ととらえることへの批判にあるとしたら，その

論理構造はおおよそ以上のようであるといって

よい。しかしそこで前提となっている上述のよ

うな考え方の適切でないことはいうまでもない

ことである。こうした考え方をするなら，たと

えば具体的有用労働と抽象的人間労働とへの労

働の区別などは不可能としなければならない

し，また労働力というようなものは存在しない

とせざるをえない。具体的有用労働と抽象的人

間労働との間には目で見，手で触れて識別でき

る区別などどこにも存在しないし，また労働力

は人間の身体の中にあり，さらにそれがもって

いる多種の活動力の一つであって，人間の身体

ともそれらの活動力とも物体的には不可分だか

らである。けれどもそれにもかかわらず，われ

われは具体的有用労働と区別して抽象的人間労

働というものをとらえるし，人間の身体やそれ

のもつ多種の他の活動力と区別して労働力とい

うものをとらえる。しかしだからといって誰も
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これを〈具体的有用労働ぬきの抽象的人間労

働〉という「無理」を犯しているとか， 〈人間

の身体ぬきの労働力〉という「無理」を犯して

いるなどとは決していわないのである。われわ

れが労働を二つの側面に区別し，労働力を独立． 
化してとらえるのは経済学的分析による。すな

わち物体的に区別，分離しているのではない労

働を，それが生産する滴品の使用価値と価値と

いう二要因との関連で，抽象力によって，思考

の上で分解，分離して，使用価値をつくりだす

具体的有用労働，そして価値をつくりだす抽象

的人間労働と区別してとらえるのである。また

同様にして人間の身体とそれのもつ各種の活動

力を生産物をつくりだす活動＝労働との関連

において分析し，これを可能にする活動力を他

のものと区別して労働力ととらえるのである。

そして方法論的には全く同じことが，＜形態変

化〉を「対象物」である布と区別し独立化して

裁縫労働の生産物ととらえることにもいえるの

である。衣服という具体的対象に布とく形態変

化〉という物体的区別があるわけではなく，そ

のように区別される二つの要素によって衣服が

構成されているわけでもない。けれども衣服の

構造をそれをつくりだした一つの要素である

裁縫労働との関連で分析するならば，すなわち

裁縫労働に関係をもつ衣服の構成要素を，抽象

力によって，思考の上で分解し，分離してとらえ

るならば，すでに説明したように，裁縫労働に

由来するその構成要素が，それによって実現さ

れる〈形態変化〉として，布とは区別してとら

えられるのであり，これが裁縫労働の生産物と

規定されるのである。〈形態変化〉を「対象物」

である布と区別して裁縫労働の生産物ととらえ

ることが以上のような意味をもつものであると

したら，目で見，手で触れて識別できるような

対象の物体的な区別や独立性をのみ， したがっ

て日常の意識にのぼりやすいこうした区別と独

立性をのみ，対象の区別と独立性とみなすこと

は，対象を視角や触角等の感覚器官の与えるが

ままに受け取り，それ以上対象の何たるかを分

析してはならないと要求するに等しいことであ

る。しかしこれは明らかに科学以前の態度であ

り，その誤りは明白である。われわれは視角や

触角等の感覚捐官によってはとらえられない対

象の構造，その諸要素の区別と独立性とを，抽

象力によって，思考の上で分解し，分離して，.... 
要するに分析してとらえるのである。この点で

はわれわれは感覚に訴えるのではなく抽象力に

たよらなければならない。マルクスもいうよう

に「経済的諸形態の分析では，顕微鏡も試薬も

役に立たない。抽象力がこの両方の代わりをし

なければならない叫」

次に，上掲の拙論批判が，〈形態変化〉を裁

縫労働の生産物ととらえることにではなく，こ

れを売買の対象ととらえることに向けられてい

ると想定しよう。こう想定した場合には赤堀教

授は， 「『対象物の形態変化』として実現され

る」ものから「『対象物」を抜いてしまえば『形

態変化』は宙に浮いたものでしか」ないとか

「『対象をぬきにした形態変化』というのは無

理」ということで，他人の所有物である布とは

物体的に区別，独立化できないく形態変化〉は

独立の売買の対象にはなりえないといっている

ことになろう。 したがって赤堀教授の考えで

は，一般に売買の対象たるものは他の対象と物

体的に区別され独立化されうるものでなければ

ならない， ということが前提されているといえ

よう。こうした売買の対象についての考えは，

3) マルクス上掲書， 22ページ。
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日常の売買や法律上の売買4) に関しては比較的

多くの場合に当てはまるものである。しかしこ

れが売買の刻象についての一般的条件であると

主張されるとしたらその誤りは明白である。た

とえば法律上の売買の範囲内にも，マンション

の分譲や他人の所有地の上に建築された建物の

販売という，他のものとは独立化できない対象

の売買が存在するのであり，また法律上の売買

を離れて考えれば，たとえばマルクス経済学に

おける労働力のように，労働者の身体とは独立

化できない対象の売買が認められているからで

ある 5)。 こうした事例は赤塀教授の拙論批判の

前提にある考え方に疑問を抱かせるに充分なも

のであるが， しかしその点は別としても，同教

授が〈形態変化〉を生産物ととらえることを受

け容れる以上は，この〈形態変化〉が売買の対

象であることは担否しようにもできないことで

あるといわなければならない。つまり〈形態変

化〉を売買の対象ととらえることは， これを生

産物ととらえることからの論理的帰結なのであ

る。

いま例を衣服の製造・販売にとり，そしてこ

れが仕立屋の仕立てる注文股ではなくて，繊維

業者から布を買って衣服に加工する縫製業者の

4) 法律上の売買は，貨幣支払いを条件とした所有
権の移転契約であり（民法第 555条），またこの
所有権は物の上の権利に限定されているから（民
法第 206条），ここでの売買は物の売買でしかな
い。したがって売買の対象は多くの場合物体的に
区別され独立化されるものであるといえよう。

5) 労働力が労働者の身体と区別・分離できないこ
とをもって労働力の売買を否定する綸者が現に存
在する（金子甫「労働力商品論批判」『経済学論
集』桃山学院大学，第 13巻第 1号。同「労働力
の販売は労働の譲渡であるというマルクスの見解
について」同誌，第 13巻第 3号）。赤堀教授の売
買の対象についての考え方の論理的帰結は，労働
カの売買に関しては金子教授の主張と同一のもの
とならざるをえない。

第 45巻第 1号

製造・販売する既製服であるとしよう。この縫

製業者が既製服を売る，あるいは消費者が買う

という場合，通常はこれを裁縫労働の生産物で

ある衣服を売り，買うという。けれどもこのよう

な生産物である商品の売買のとらえ方は，すで

に説明した厳密な生産物のとらえ方を考慮する

と，明らかに欠陥があることがわかる。たとえ

ばこの衣服が毛織物製品であるなら，それは裁

縫労働の生産物であるだけでなく牧羊労働の生

産物でもあり，紡績労働の生産物でもあり，ま

た織布労働の生産物でもある。裁縫労働の行な

うことは，それ以前の一連の労働の生産物であ

る布を〈形態変化〉させてそれを衣服に変える

だけである。この故に裁縫労働の生産物は衣服

の全体ではなくて布の上に実現された〈形態変

化〉であるにすぎない。したがって売買の対象

たる衣服は少なくとも二つのもの，すなわち織

布労働に至る諸労働の生産物である布と裁縫労

働の生産物である＜形態変化〉とに区別してと

らえられるものであり，両者の合成物である。

だから縫製業者が衣服を売るという場合には，

彼は裁縫労働の生産物である衣服を売るのでは

なくて，彼が繊維業者から買った布と裁縫労働

の生産物であるその上の〈形態変化〉との，区

別さるべき二つのものをあわせて売るのであ

り，買手もまたこの二つのものを合わせて買う

のである。したがって衣服の売買においては，

その売買の対象は，布と〈形態変化〉との二つ

に区別してとらえられるのである。

もとよりこの〈形想変化〉は布という「対象

物」の上のく形態変化〉であり，それは「対象

物」とは物体的に区別することも独立化するこ

ともできない。けれどもわれわれは両者を区別

してく形態変化〉を生産物ととらえる。それは.... 
われわれが対象を分析的にとらえ，労働の生産

ー 24-



サービス商品の価値と商品体

物を厳密に規定するからである。そしてこのよ．． 
うな生産物のとらえ方を基礎にして売買を分析．． 
的にとらえるならば，衣服の売買は，布とく形

態変化〉とが物体的に区別も独立化もされない

とはいえ，布の売買とその上のく形態変化〉の

売買とに区別してとらえられ，裁縫労働の生産

物に関しては，＜形態変化〉が布と区別されて

売買の対象と規定されるのである。そしてこの

ような売買のとらえ方の前提となっている厳密

な生産物のとらえ方は，労働対象（布）の所有

関係いかんには依存していないから， こうし

た生産物のとらえ方を前提するかぎり，仕立屋

による注文生産の場合においても，貨幣の授受

が行なわれ，そこで何ものかの売買が行なわれ

ていると想定するならば，そこにおいて，他人

の所有物とはいえ，布の上にく形態変化〉とい

う形で裁縫労働の生産物が生産されている以

上， これが売買の対象であるととらえることを

拒否すべき論理的理由は何もない。既製服の製

造・販売においては布と裁縫労働の生産物であ

る＜形態変化〉とが一括して販売され，あるい

は布の「転売」と〈形態変化〉の売買とが同時

に行なわれていたのが，ここでは一括して行な

われていたものがそれぞれ独立化し，そして同

時に行なわれていたものが別個に行なわれる，

すなわち布の売買はく形態変化〉の売買に先行

して繊維業者と客との間で行なわれ，その後に

仕立屋と客との間でく形態変化〉の売買が行な

われるにすぎないのである。赤堀教授は布と

く形態変化〉とが物体的に区別され独立化され

ないことを理由に後者が独立の売買の対象たる

ことを否定したけれども， 以上に示したよう

に，労働の生産物を厳密にとらえ，こうしたと.... 
らえ方を基礎に売買というものを分析的にとら

えるかぎり，＜形態変化〉は， それが布と物体

的には区別も独立化もできないにもかかわら

ず，充分独立の売買の対象と規定することが可

能なのである。

以上，赤堀教授の拙論批判を二様の場合を想

定してこれに答えたつもりであるが，生産物の

とらえ方といい，その売買のとらえ方といい，

対象を視角や触角という感覚器官が与えるまま

に受け取るのではなく，これを抽象力により，

思考の上で分解し，分離してとらえるならば，.... 
要するに分析的にとらえるならば，仕立屋の仕

立職人の裁縫労働の生産物は，厳密には衣服そ

のものではなく，布の上のく形態変化〉ととら

えられ，その売買の対象たる生産物もこのく形

態変化〉ととらえられるのである。したがって

仕立屋は客に衣服を売らないからといって，赤

堀教授が主張するようにその生産物は売らず，

裁縫労働そのものを商品として売るということ

はできない。彼はく形態変化〉を売買の対象た

る生産物として生産しており，これを商品とし

て売るのである。

さて以上では，例を仕立屋のサービス提供に

とって話しをすすめてきたが，そこでの結論は

第 2のグループのサービス提供全般にも有効で

ある。このグループのいずれの場合でも労働の

対象は客の所有物であり生産者の所有物ではな

い。したがって生産者は通常の意味での生産物

は販売しない。しかしだからといって生産者は

労働を商品として販売するのではない。生産者

は客の所有物である対象に以前にはなかった変

化一ーたとえば布が衣服に， しわくちゃで汚れ

のついたシャツがアイロンをかけられ汚れを落

された状態のシャツに，乱雑に伸びた頭髪が散

髪された状態に，また病菌に浸された身体が健

康体にという具合に一ーを， すなわち対象の

く形態・形状・状態の変化〉をつくりだす。厳
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密にいえばこれらのものこそがそれぞれの労働

の生産物である。そしてこの生産物を生産者は

客に売るのである。このグループのサービス提．．．．．．． 
供においても，売買の対象たる生産物の生産は

その商品体は活動状態のサー行なわれており，

ビス労働それ自体ではなくて，

の生産物であるといってよい。

4. 

れっきとしたそ

サーピス労働とサーピス商品体 (3)

--—運輸・保管サービスの場合

まず運輸業の販売品について見ると，彼はこ

れを「場所変更」 という

以上を元に考えるなら，

「有用効果」

の過程〔運輸業の生産過程〕

して存在するのではない”」とし，

と表現

し2)，それは，赤堀教授のいわれるとおり，

とは別な使用物と

また，「生産

過程から分離されうる生産物...ではなく，

産過程そのもの 4)」であると説明されている。

運輸業の販売品，

「こ

生

運

第 3のグループについては運輸サービスから

検討しよう。赤堀教授はこのサービスについて

も，次に見るようにその商品体が運輸労働の生

産物であることを否定し，

（あるいは生産過程，

るとしている。

運輸労働それ自体

労働過程それ自体）であ

「運輸業は人や物の存在場所を変更するとい

う有用効果を生産し，場所変更そのものを製品........ 
したがって生産過程そのものが支払わ...... 

れ，消費されるのである。それは生産過程から....,.............. 
分離された生産物を生産するのではない。それ

とする。

はサーヴィス産業に共通したことであって，サ．．．．．．．．．．．．． 
ーヴィス産業では労働過程そのものが商品とし...... 
て売りだされ， 支払われ， 消費されるのであ

る1)。」

このような運輸サーヴィスのとらえ方は，

見してわかるように，

いるように，

また赤堀教授自身認めて

それは前節 2で引用した 『資本

論』第 2巻第 1章における交通論の借用であ

り，細部の表現は幾分異なる点はあっても同教

授のつけ加えるものはほとんどない。そこで以

下ではマルクスの見解そのものを検討の対象と

する。

諭サービスが「生産過程そのもの」であるとい

うのは，運輸においては「生産過程から分離さ

れる生症物」は生産されないということであろ

う。だから運輸サービスの商品体が何であるか

という問題は，第 1のグループの場合と同じく，

まずそこにおける生産物生産の存否ということ

であり， マルクスは，本節 2ですでに見たサー

ビス＝労働説の場合とほぼ同じ理由， すなわち

運輸の生産過程はそれから区別され分離される

対象はつくりださないという理由でこれを否定........ 
している。この点は上掲の「生産過程から分離.... 
されうる生産物云々」という表現が物語ってい

る。そしてこのようにとらえる基礎にある考え

方もまたサービス＝労働説の場合とほぼ同じ，

物・有形物だけがそれをつくりだす生産過程か

ら区別され分離される独立の存在をもつという

「唯物」論である。

彼は上掲引用3)のように述べた際に， これに

続けて「すなわち生産されてからはじめて取引

物品として機能し商品として流通するような使

用物として存在するのではない”」と述べてい

る。 このようなものは物・有形物だけであるか

ら，彼は物・有形物の場合は生産「過程とは別

1) 赤堀『価値論と生産的労働』 200~201ページ。

傍点は引用者の付加。
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同上， 99ページ。〔 〕内は引用者の付加。

同上。点線部は引用者による省略
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な使用物として存在する」けれども，そうでない

場合は生産過程とは別な，それとは区別され分

離されうる独立の対象としては存在できないと

考えていることは明白である。同様のことは前

節での引用部分のすぐ前に出て来る有名なマル

クスの交通業に関する叙述からもいえる。そこ

で彼は「Pの生産物は，生産資本の諸要素とは

物体的に違った物とみなされる。すなわち生産

過程から分離された存在をもっており，生産諸

要素の使用形態と違った使用形態をもっている

対象とみなされる。そして生産過程の結果が物

として現われる場合にはいつでもそうなので

ぁ6)」ると述べ， これとの対比において交通業

を「生産過程の生産物が新たな物体的生産物で

は……ない産業部門7)」と規定している。この

対比によるなら，「生産過程の結果が物として

現われ」ず，「生産過程の生産物が•••…物体的

生産物」でもない交通業では，「生産過程の結

果」や「生産物」が生産されても，それは「生

産過程から分離された存在」をもたないのであ

り，また「生産要素の使用形態と違った使用形

態」ももたないということになるはずである。

事実前掲引用中で，運輸業の売る「有用効果」

はその生産過程とは「別な使用物として存在す

るのではない」とされ，その消費も「生産過程

そのものが……消費される 8)」とされている。

ここでも物・有形物だけがその生産過程から分

離され独立化されるという考えが前提されてい

ることは容易に看取できよう。しかしこのよう

な「唯物」論的な思考の誤りは 2ですでに証明

したところである。だからこうした「唯物」論

6) 同上， 97ページ。
7) 同上， 97~98ページ。点線部は引用者による

省略。
8) 同上， 99ページ。点線部は上に同じ。

に基づいて主張されるかぎり，運輸業の生産過

程あるいは運輸労働は生産物を生産しないとい

う命題は誤りだといわねばならない。したがっ

てまた，こうした論拠によるかぎり運輸業の販

売する運輸サービスの商品体がその生産過程そ

のもの，あるいは運輸労働それ自体であるとす

る主張も誤りというほかない。

このように運輸サービスについてそれが生産

物ではなくて生産過程そのものだとする論拠

は，第 1のグ）レープについてのサービス商品体

＝活動状態の労働説とほぼ同一である。したが

ってその誤りも同様である。しかし第 1のグ）レ

ープとの問題の同一性もここまでである。第 1

のグループの場合には労働は物・有形物ではな

いけれども，それ自身とは区別も分離もされる

対象，いわば無形の生産物を生産するととらえ

られたが，運輸の場合にはそのような形で生産

物生産が行なわれているととらえることはでき

ない。周知のようにこのような主張が過去にな

されなかったわけではない。それはいわゆる交

通生産説論争における比較的初期の「有用効果

生産説」に属する人々ー一たとえば安部隆一，

富永祐治（l日説），佐藤光威らの人々ー一収によ

ってなされ， これらの人々はマルクスの「有用

効果」を援用し，これに「それを消費すること

によって労働対象〔運輸対象〕の場所変更が実

現する”」という内容を与えて運輸労働の生産

物と規定した。しかしこのような運輸のとらえ

方は，それに従うとすれば，運輸労働は運輸対

象を運ばず，運輸手段は運輸対象を運ぶ手段で

はなくなる一一漣墳げ労働と運輸手段とは「有用

効果」を生産する労働と手段であり，運輸対象

の場所的移動は「有用効果」の消費によって実

9) 富永祐治「交通資本の蓄積」『一橋論叢』第27

巻第 4号， 45ページ。〔〕内は引用者の付加。
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現される—が， これは明らかに虚構というほ

かない代物であり，その誤りは議論の余地がな

ぃ10）。そして「有用効果」であろうと他の何か

であろうと，運輸労働が無形の生産物を生産す

るととらえるかぎり，それが運輸対象の輸送を

実現しないという非現実的結論は不可避である

から，運輸労働の生産物を第 1のグループの場

合と同じように限形の生産物ととらえ，これを

もって連輸サービスの商品体と規定することは

一般に不可能であるというほかない。

以上のように，赤堀教授が頓りとしているマ

ルクスの運輸論は第 1のグ）レープの場合と同じ

くその基礎している考え方の誤りによって肯定

されえない。けれども第 1のグループの場合と

異なって連輸労働の生産物を無形の生産物とと

らえることは不可能である。そこで問賑は振出

に戻って，運輸サービスは一体何であるのか，

マルクスや赤堀教授のいうように運輸労働や連

輸の生産過程そのものであるのか，それともそ

れらが生産する生産物であるのかという問題は

どのようにして論ずべきかということになる

が，通常文旬なく生産物を生産するとみなされ

ている物財生産では，労働のたとえば労働対象

の〈形態変化〉を実現する活動が生産と規定さ

れ， ＜形態変化〉した労働対象が生産物と規定

されることを考慮すると，これに対応する運輸

における空間的位置変化を実現する活動と，そ

のように位置変化した運輸対象（運輸労働の労

働対象）とを，生産および連輸労働の生産物と

とらえることができるかどうかと考えてみるの

も，連輸業における生産物生産の存否を占う一

10) マ）レクスの「有用効果」概念およびいわゆる
「有用効果生産説」に関するわれわれの見解につ
いては，拙稿「交通業の生産物 マルクスの
く有用効果〉概念と諸説の検討」（雑誌『唯物史
観』第 20号所収）を参照されたい。

第45巻第 1号

つの方法であろう。周知のようにこうした視角

から問題を論じ，否定的な結論を引き出したの

が富永祐治教授（新説）である。

富永教授は，論文「交通用役について」で，

「交通企業が生産し販売するものは，それの消

費が対象の場所的移動となるところの用役，ぁ

るいは移動労働過程そのものである 11)」，「交通

用役の生産というとき，それは交通労働の遂行

ということであり，交通用役を買うとは交通労

働過程に支払うという意味にほかならない12)」

と述べている。交通企業の売る交通用役（運輸

サービス）を「移動労働過程そのもの」とか

「交通労働過程」と表現している点は，「生産

過程そのもの」と表現しているマルクスとは少

少呉なるが，両者ともたいした違いはない。要．．．．．．． 
するにそれは交通労働の生産物ではないのであ

る。そして運輸サービスをこのようにとらえる

理由を，富永教授は次のように説明している。

「交通の場合，労働対象は労働過程のうちに

その位麗を変化する。しかしその過程の終った

ときに位置変化を完了した労働対象は＿……

物財または人間は運送されることによって運送

前と違ったものになる， という考え方を固執し

ない限り＿その労働の生産物とはいえない。

綿糸布は紡織労働の生産物であるが，連送後の

物財や人間は交通労働の生産物ではない。わた

したちは運賃を支払って運送された物財または

わたしたち自身を買うわけではない。わたした

ちが支払うのは， その移動を実現する交通労

働そのもの， 交通労働過程に対してなのであ

11) 富永「交通用役について」『経済学雑誌』大阪
市立大学，第37巻第 4号， 9ページ。
因に赤掘教授はこの論文を「サーヴィス労働価

値論の先駆的業積」と高く評価し， この論文にお
ける富永教授の交通論を全面的に肯定している。
赤堀前掲書第 7章参照。

12) 同上， 5ページ。
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る13)。」

以上において富永教授は「位置変化を完了し

た労働対象〔交通労働の労働対象すなわち運輸

対象〕は…•••その労働の生産物とはいえない」

という。このことは，そのすぐ後に「綿糸布は

紡織労働の生産物であるが，運送後の物財や人

間は交通労働の生産物ではない」とあることか

ら推して，すなわち労働対象（棉花）が生産物

（綿糸布）に変化する綿糸布生産に対比して交

通労働の労働対象は生産物とならないというの

であるから，それは交通労働は生産物を生産し

ないということを意味している。そして交通業

では生産物が生産されないが故に， 支払いは

「交通労働そのもの，交通労働過程」に行なわ

れる，すなわち交通業の販売商品，運輸サービ

スは「交通労働そのもの」ということになるの

である。

富永教授が， 交通労働は生産物を生産しな

い， すなわち「位置変化を完了した労働対象

〔運輸対象〕は……〔交通〕労働の生産物とは

いえない」という理由は，上掲箇所にもあるよ

うに「物財または人間〔運輸対象〕は運送され

ることによって運送前と違ったものになる」の

ではないということである。そしてこの「違っ

たものになる」ということの意味するものは，

富永教授が別の所で述べているところによれ

ば，たとえば棉花が加工されて綿糸布になるが

ごとく「労働対象の形体変化n)」が行なわれる

ということであり， それによって「労働対象

……〔が〕元の実体を失って一つの新しい使用

価値，別個の物財に転生する 15)」ということで

13) 同上。点線部は引用者による省略。

14) 同上， 1ページ。

15) 同上，点線部は引用者による省略。〔 〕内は
引用者の付加。

ある。つまり富永教授は「労働対象の形体変

化」， 「労働対象・・・・・・〔が〕新しい使用価値，

別佃の物財に転生する」ことのみが生産であ

り，「形休変化」した労働対象，「新しい使用価

値，別個の物財に転生」した労働対象のみが生

産物であるととらえているのである。そしてこ

うした生産と生産物のとらえ方を前提するかぎ

り，労働対象の位置変化を実現するにすぎない

交通労働は生産ではなく，「位置変化を完了し

た労働対象〔運輸対象〕は……〔交通〕労働の

生産物とはいえな」＜，そこにおいては生産物

生産は行なわれないということになるのであ

る。

しかし，以上のような生産と生産物のとらえ

方に対する反証は，非常に容易に挙げることが

できる。たとえばいわゆる採取産業における生

産と生産物とがそれである。ここにおいてば労

働は大部分が運送労働である。炭鉱では地中の

石炭が地上に運ばれ，梱業では海中の魚が船上

に引き上げられるだけで，そこでは石炭や魚と

いう 「労働対象の形体変化」は行なわれず，

「労働対象……〔が〕新しい使用価値，別佃の

物財に転生する」というようなことは起こらな

い。生産物は地中や海中に存在したと同じ石炭

や魚であり， これらの労働対象は「形体変化」

も 「別個の物財に転生」してもいないのであ

る。

この事実の意味するところは重要である。そ

れは綿糸布生産における労働対象の「形体変

化」それ自体は，生産の概念を規定するにあた

って直接の意味はもたないということである。

採取産業における活動もまた綿糸布生産と同じ

生産と規定するなら，生産の概念は両者の共通

の経済的内容をもたねばならず，後者にのみ存

在する「形体変化」は明らかにこの点で失格だ
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からである。したがって「形体変化」の経済的意

味はそれ自体にあるのではなくて，それによっ

て実現されるものにあると考えなければならな

い。この「形体変化」は棉花を綿糸布に変化さ

せ，それが以前はもっていなかった有用性＝使

用価値をもつ対象にする，換言すれば以前は特

定の目的＿衣服製造の原材料に使用する一一—

に使用できなかった対象を使用できる対象にす

るという意味で，使用不可能な対象を使用可能

な対象にする。他方同様のことは「形体変化」

と対応する採取産業の，石炭とか魚という労働

対象の地中から地上への，海中から船上への位

置変化についてもいえる。この位置変化の活動

は，「形体変化」とは違って労働対象を以前は

もたなかった使用価値をもつ対象にするのでは

ない。採取産業の労働対象は労働が加えられる

以前からすでに特定の使用価値をもつ対象なの

であって，その位置変化は対象のもつこの性格

は変化させない。しかし地中にある石炭は燃料

として燃すことはできないし，海中の魚は食べ

られない。すなわちこれらの対象は地中，海中

にあるときにすでに使用対象としての属性は備

えているけれども，それらが従来の存在場所に

止るかぎり，人間がその場所では使用不可能で

あるという意味で，それらは使用可能な対象で

はなく，使用不可能な対象である。そして石炭

は地上に，魚は船上に，そして陸上に運ばれる

ことによって，すなわちそれらの対象を人間が

使用することのできる場所に存在位置を変化さ

せることによって，これらの対象は使用可能な

対象になる。綿糸布生産における「形体変化」

と採取産業における位置変化とが実現するもの

がそれぞれ以上のようであるとしたら，これら

の活動をいずれも生産の概念に包括しようとす

るなら，それは「形体変化」とか位置変化とい

第 45巻第 1号

う活動それ自体ではなくて，少なくともそれに

よって実現される経済的に意味ある，そして両

者に共通な， しかもそれを除外しては活動の経

済活動としての意義を失する，上述の使用不可

能な対象を使用可能な対象に変化させるという

こと，この意味で対象を使用対象にする活動と

いう内容をもってこれを生産と規定しなければ

ならないであろう。 したがってまた生産物も

「形体変化した労働対象」ではなくて，使用可

能になった対象， この意味での使用対象と規定

しなければならないといえよう。

われわれは生産と生産物とを，富永教授とは

違って上述のようにとらえるべきと考えるが，

これに従うとしたら，運輸労働の実現する運輸

対象の位置変化も，位置変化した運輸対象も，

同教授のとらえ方とは違うとらえ方をしなけれ

ばならない。いまある物的財貨，たとえば家具

ー一これは商品であっても引越荷物のこ‘‘とき非

商品であってもよい一ーがA地から B地へ運送

されるとしよう。このような運送が行なわれる

のは， A地にはその家具の使用者がおらずB地

にいるからであるが，家具自体はA地にあろう

とB地にあろうとそれのもつ使用価値という点

では全然変わるところはない。だからA地にお

いても使用しようとする人があるならば，それ

はB地でと同じように使用可能であり使用対象

として機能する。けれどもこの家具の使用者は

B地におり， したがってそれが使用地に存在し

ないとしたら，使用者にとってはそれは使用し

ようにもできないのであり，この意味でそれは

使用可能な対象ではなく，使用不可能な対象で

あるといえる。この家具は使用地である B地に

存在位置を変化させることによって，その使用

者にとって使用可能な対象となる。つまり問題

の家具は，それがA地にある時にすでに特定の
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使用価値をもち，また地下の石炭とは違って使

用不可能な場所にあるわけでもないけれども，

したがって使用者としての人間一般にとっては

すでに使用可能な対象，使用対象であるけれど

も，それを現実に使用すべき特定の使用者にと

っては，使用対象であるとはいえ可能性として

そうであるにすぎなく，現実的には使用不可能

な対象である。それは使用者の存在する使用地

に存在位置を変えることによって，使用者にと

って現実的にも使用可能な対象になる。つまり

家具という使用対象は，その使用者の存在場所

との関連で，位認を異にするに応じて異なる状

態におかれ，異なる性格を付与されるというこ

とができる。それは使用者の存在しない非使用

地では可能性としてしか使用対象でない対象す

なわち可能的使用対象であり， 使用者のいる

使用地では現実的にも使用可能な対象すなわ

ち現実的使用対象である。そして運輸労働は

運輸対象の位置変化を通じて，それを可能的使

用対象から現実的使用対象に変化させるのであ

16) 「生産者の手許においては楷在的・可能的な形

で存在した使用価値〔使用対象の意〕が，運送さ

れ消費者の手にまで届くことによって，裏実的．

効果的な使用価値〔使用対象1となる。」（山本泰

督「マルクスの Nutzeffekt について—交通業

を産業資本と規定する根拠ー一」『国際経済研究

年報V11』神戸大学， 265ページ。傍点および〔 〕

内は引用者の付加）。

なお山本氏は，文面からもわかるとおり，可能的

使用価値の現実的使用価値への変化を商品の運送

に限定し，非商品物財および人間の運送について

は除外している。この点は本稿の立場と異なる。

17) 茂木六郎教授は， 運輸を， 位置変化によって

「物の有用たりうべき属性と，その属性によって

充足さるぺき欲望との間において，前者が使用価

値になる」（同「保管費用と運輸費用に関する一

考察（三）—使用価値論に関説する一ー」 『経営

と経済』長崎大学， 109ページ。傍点原文）とい

う関連でとらえ，これを次のように説明している。

「商品の使用価値—商品体の有用な属性
は，それが『特殊な欲望』の対象とする人に対し

て『だけ』使用価筐でありうるのである。……労

働を通過した自然物の同じ性質が， この『特殊な
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欲望』を有する人にたちむかったときには，それ...... 
は使用価値であるが， もしこの『特殊な欲望』を

もった人に立ちむかうのでないときには，その同

じ物体は，前と同じ自然素材・形状・性質をもち

ながら使用価値ではない・・・・・・。」（同上， 108ペー

ジ。点線は引用者による省略。傍点は引用者）

「ある商品生産の労働が一定の素材のある稲の

日然属性をつくりだした場合，その素材の自然属

性が，この地点の人々の欲望には対応していない

が， この地点をはなれたかの地点での人々の特殊

な欲望1こ対応している場合，それをそれによって

充足しうる特殊な欲望をもったかの地点の人々の

手にとどけることによって，まさしくこの自然属....... 
性が使用価値となる。」（同上， 112ページ。傍点
は引用者）

以上のようにいうとしたら，「労働を通過した

自然物」すなわち生産物は， その生産の場所で

は「使用価値 ……有用な属性」はもっていな

い， したがって商品として生産されたものでも使

用価値はもたないということになりかねない。し

かし茂木教授は別の所で「本節のごとく主張した

からといって，筆者が， 自然素材の物量，性状の

変化を腐す有用労働によって使用価値が生産され

ることを拒否しているなどと速断されることはさ

けられたい」（同上， 104ページ）と述べている

から，それは同教授の本意とはいえまい。けれど

もそうであるとしたら，上掲引用にあるように，

運輸によって使用価値にあらざるものが「使用価

値になる」と表現するのは適切でない。当然「自

然索材の物景，性状の変化」によって，「自然素

材」も有用な属性（使用価値）をもつものになる

としなければならない。ただその場合，この使用

価値は，このものを現実に使用すべき人々，すな

わち茂木教授のいう「『特殊な欲望』をもった人

人」にとってではなく，それを使用しようとする

人間だれしもにとっての使用価値，使用者として

の人間一般にとってのものである。このような意

味でこのものが使用価値をもつものでなければ，

これを現実に使用すべき人々も使用できないし，

これらの人々にとっても使用価値はもたない。他

方この使用価値は生産物が生産場所に存在するか

ぎり，そことは異なる消費場所に存在する人々，

「『特殊な欲望』をもった人々」にとっては， 現

実にそれを享受しようにもできないという意味で

可能性にとどまる使用価値すなわち可能的使用価

値であるにすぎない。それは消費地に生産物が運

ばれてはじめて現実に享受できる使用価値，すな

わち現実的使用価値となる。だから使用価値にあ

らざるものが「使用価｛直となる」というよりは，

可能的使用価値が現実的使用価値になる，と表現

した方が茂木教授の主張の趣旨にもかなっている

といえよう。そしてわれわれは同じ関連を，可能

的使用価値をもった対象すなわち可能的使用対象

が，現実的使用価値をもった対象すなわち現実的

使用対象となるととらえるのである。
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る16)17)。ところで前に述べたように，生産とは

対象を使用不可能な対象から使用可能な対象に

変化させることである。この点から考えると，

以上のような内容をもつ運輸もまた生産と規定

しうる内容を有していることはすでに明らかで

あろう。運輸労働は運輸対象の位置変化を通じ

て，これを可能的使用対象から現実的使用対象．．．．．． 
に，すなわちその使用者にとって使用不可能な......... 
対象から使用可能な対象へと変化させるからで

ある。この点では運輸労働の実現するものは，

「形体変化」によって棉花を綿糸布に変える紡

織労働と基本的に同一の性格をもっているので

ある。そしてまた生産物を使用可能になった対

象と規定するならば，「形体変化」した棉花であ

る綿糸布が生産物と規定されるのと基本的には

同じ意味において，位置変化した運輸対象も，

それが使用可能な対象になる以上，生産物と規

定することができるのである（以上では例を物

財の運輸にとったが，人間の運輸についても，

人間の身体を使用対象ととらえるかぎり，同様

のことがいえる 18)）。

このように運諭対象の空間的位置変化を実現

する活動は，労働対象の「形体変化」を実現す

る活動と同様生産と規定される。同様にして位

置変化した運輸対象も，「形体変化」した労働

対象と同じく生産物と規定される。要するに労

働対象の「形体変化」を実現する労働が生産物

を生産すると規定されるならば，それと同じ意

味において運輸対象の位置変化を実現する労働

も生産物を生産すると規定される。だからマル

クスや赤堀教授がとっている，運輸労働は生産

物を生産しない，あるいは運輸の生産過程は生

18) この点については前掲拙稿「交通業の生産物
ーマルクスのく有用効果＞概念と諸説の検討」
を参照されたい。
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産物を生産しないから運輸サービスの商品体は

運輸労働それ自体あるいは生産過程そのもので

あるという主張はもはや成り立たない。この点

は以上の考察から充分確信してよいところであ

る。けれどもこれで運輸サービスの商品体が運

輸労働ないしはその生産過程そのものかあるい

はその生産物かという問題に決着がついたとは

まだいえない。というのは富永教授も前の引用

中で述べていたことだが，運輸サービスの売買

においては， 「わたしたちは運賃を支払って運

送された物財またはわたしたち自身を買うので

はない」という事実，すなわち運輸労働によっ

て位置変化された運輸対象は商品として売買さ

れてはいないという事実が存在する。そうだと

すると運輸労働は生産物を生産するとしても，

その生産物一一位置変化した運輸対象一ーは商

品として売買されないのであり，そのかぎりで

は売買の対象となりうるものとして残っている

運輸労働それ自体，あるいはマルクス・赤堀教

授流にいえば生産過程そのものが，運輸業の販

売品である運輸サービスの商品体とみなされる

可能性が依然として存在するから9である。すな

わち運輸サービスの商品体に関しては，第 1の

グループの場合と同じ生産物生産の存否の問題... 
に加えて，第2のグループの問題と同じ売買の．．．． 
対象たる生産物生産の存否という問題が存在す

のである。

前項で説明したように，たとえば裁縫労働の

生産物をそれによって仕立てられた衣服そのも

のととらえることは，その労働対象である布が

裁縫労働の生産物でない以上厳密にいえば正し

くない。厳密にいえば裁縫労働の生産物はそれ

が布の上に実現する＜形態変化〉であり，仕立屋

はこれを商品として販売する。同様のことは運

輸における生産物とその販売商品についてもい
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える。われわれは前に位置変化した運輸対象を

運輸労働の生産物ととらえた。しかしそれは〈形

態変化〉した布である衣服を裁縫労働の生産物

ととらえるのと同じ意味においてであり，同レ

ベルにおいてである。したがって裁縫労働の労

働対象である布を，それが裁縫労働の生産物で

ないことを理由に衣服を裁縫労働の生産物とと

らえることを不可とすれば，運輸対象たる物財

や人もまた運輸労働の生産物でない以上，位置

変化した運輸対象そのものも運輸労働の生産物

ととらえることはできない。そして衣服そのも

のではなくて裁縫労働が実現する布のく形態変

化〉がその生産物と規定されるならば，運輸労

働の実現するものは運輸対象の位置変化ーー変

化したその空間的存在位置―であるのだか

ら，この位置変化こそが運輸労働の生産物と規

定されなければならない。このように規定する

なら，「わたしたちは運賃を支払って運送された

物財またはわたしたち自身を買うのではない」，

すなわち位置変化した運輸対象そのものが売買

の対象たる商品でないとしても，これをもって

運輸労働そのものや運輸の生産過程それ自体を

売買の対象とみなさなければならない理由はな

くなる。運輸労働は運輸対象の位鷹変化という

生産物を売買の対象として生産しているのであ

り，これが運輸業の販売商品である。こうして

運輸サービスにおいてもまた，活動状態のサー

ビス労働それ自体ではなく，その生産物がサー

ビス商品の商品体ということができるのであ

る。

以上運輸サービスについて述べた。残るは保

管サービスについてであるが，考え方の基本は

前者の場合と全く同じである。

保管が行なわれるのは，保管される対象の存

在時点と使用時点との間に不一致が存在し，そ

の間それを自然状態のままに放置すれば，変

質，腐敗，破損，破壊等が起こり，使用不可能

なものになってしまうからである。保管はこれ

を防止し，使用時点においても非使用時点にあ

るときと同じ状態に対象を保ち，前者にあると

きと同じ使用対象として維持する。保管は以上

の意味において対象を非使用時点から使用時点

へと移転させ，前者から後者にその時間的存在

位置を変化させる活動ということができる。

勿論その時間的存在位置を変化させられたか

らといって，保管対象は，空間的存在位置を変

化された運輸対象同様，＜形態変化〉された加

工業の労働対象とは異なって，物体的には以前

と変わるところはないし，使用対象としての性

格も不変である。また地下の石炭とも違ってい

ずれにあろうと同じように使用できる状態にあ

る。しかしその点に変化はないとしても，保管

対象はその時間的存在位置を異にするに応じて

別の意味で違ったものに変化する。すなわちそ

れは，非使用時点においては，その使用者がそ

の時点に存在しないために，あるいはそれが使

用者の存在する使用時点に存在しないために，

それを使用すべき使用者にとっては使用不可能

な対象であり，それは使用時点に存在位置を移

すことによって，その使用者にとって現実に使

用可能な対象となる。あるいは保管対象は，そ

の存在位置を時間的に規定されている使用者と

の関連において，その存在しない非使用時点で

は可能性としてしか使用対象ではなく， したが

って可能的使用対象でしかな<,使用者が存在

する使用時点においては現実に使用しうる対

象，すなわち現実的使用対象となる。そして保

管対象の時間的存在位置を非使用時点から使用

時点へと移動させることによって，それを，運

輸対象の空間的存在位置を変化させる運輸労働
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同様，可能的使用対象から現実的使用対象に変 る。

化させるのである。

このようにその実現するものが労働対象の空

間的位置変化か時間的位置変化かという点で

は，運輸と保管の活動の態様は異なるが，それ

のもつ経済的意味は基本的な点で共通のものが

ある。したがってく形態変化〉した布である衣

服が裁縫労働の生産物と規定されるなら，それ

と同じ意味において空間的位置を変化された運

輸対象が運輸労働の生産物と規定されたと同様

に，時間的位置を変化された保管対象も保管労

働の生産物と規定することができる。すなわち

保管においても生産物の生産が行なわれてい

る。また厳密に規定して，衣服それ自体が裁縫

労働の生産物ではなく，布の上のく形態変化〉

がその生産物と規定されるなら，同じレベルで

は，運輸労働の生産物は空間的に位置変化した

運輸対象ではなくて，空間的位置変化がその生

産物と規定されたが，同様のことは保管につい

てもいえる。裁縫労働の労働対象である布がそ

の生産物でないと同様に保管対象もまた保管労

働の生産物ではない。保管労働それ自身が実現

するものは保管対象の時間的位置変化にすぎな

いから，裁縫労働の実現する布のく形態変化〉

がその生産物と規定されるなら，それと同じ意

味において保管労働の生産物は保管対象の時間

的位置変化＿変化したその時間的存在位置

ーと規定される。そして仕立屋が裁縫労働の

生産物である＜形態変化〉を運輸業が運輸労

働の生産物である空間的位置変化を，それぞれ

商品として販売するとしたら，同様にして保管

業も保管対象の時間的位置変化を商品として販

売するということになる。かくて保管サービス

の商品体も活動状態のサービス労働それ自体で

はなくて，その生産物であるということができ

5. 小括

上述のように 3つのグループのサービス提供

のいずれの場合も，赤堀教授の主張とは異な

り，その商品体は活動状態のサービス労働それ

自体ではなくてサービス労働の生産する生産物

ととらえることのできるものである。ただ行論

の過程からも明らかなように，サービス商品の

商品体が労働か生産物かという際の問題の構造

はそれぞれのグループに応じて異なり， したが

って労働ではなくてその生産物がサービス商品

体であるととらえる論拠もそれぞれ異なる。以

下ではこれらの点の特徴を簡単に取りまとめ，

あわせてそれらの相互の関連をも明確にしてお

きたい。

まず第 1のグループについていえば，このサ

ービスの商品体が労働か生産物かという問題

は，そこにおける生産物生産の存否の問題であ

る。赤堀教授の頼りとするマルクスは，物・有

形物だけが人間やその行為から区別され分離さ

れる独立の存在をもつことができるという「唯

物」論を元に，物・有形物をつくりだす労働

だけが人間や労働と区別される対象＝生産物を

生産し，しからざるサービス労働はそのように

区別される対象はつくりださず，この意味にお

いて生産物は生産しないとした。そして生産物

生産が存在しないがために，マルクスはともか

く1)，赤堀教授はサービス商品体は生産物では

なく労働であると規定した。しかしこのような

サービス労働の生産物生産の否定の前提にある

「唯物」論は全くの誤りであり，また事実認識

．． 
1) マルクス自身はサービス労働それ自身が商品だ

という考えはとっていない。前節 3を参照のこ
と。
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の問題としてもサービス労働はそれ自身とは区

別される対象をつくりだしており，この点では

サービス労働を物財生産労働と区別すべき理由

はない。したがってサービス労働も生産物を生

産しており，生産物生産の不在をもってサーヒ‘‘

ス商品体を労働と規定する論拠は崩れる。かく

てサービス商品の商品体は生産物である。この

ように考えるとすると第 1のグループにおける

サービス商品の商品体を労働ではなくその生産

物ととらえる論拠は，「唯物」論的息考の問題

を措くとすれば， もっぱら事実認識の問題とし

て，サービス労働も労働とは区別される対象＝

生産物をつくりだしているということにつき

る。

ただ， 2では議輪の性格上問題にはしなかっ

たが，サービス労働が労働とは区別される対象

をつくりだしているとしても，このような対象

たとえば歌手の歌う歌のごときいわゆる無形物

を，物・有形物と同じ生産物と規定するについ

ては，若干問題が残ろう。周知のようにマルクス

経済学の通説では，様々な理由をつけて物・有

形物のみが生産物と規定され，無形の生産物と

いうことは否定されるのが常だからである匹

詳論は避けるが，この点に関していえば，たと

え物・有形物ではあってもそれが生産物と規定

されるのは，決してそれが物・有形物であるこ

と自体によってではないこと， したがってある

対象が生産物と規定される要件は物・有形物で

あることではないということを指摘しておけば

足りよう。たとえば衣服や米や家屋が生産物と

規定されるのは，これらが物・有形物であるが

2) たとえば「シムボジウム・現代資本主義とマル

クス主義経済学の基礎理論」における金子ハルオ

教授の発言（雑誌『経済』 1972年 5月号， 148~ 

9ページ）を参照されたい。

ためではなく， これらが労働によってつくりだ

された有用な対象だからであることは疑問を挟

む余地はない。仮にそうでないとしたら，生産

物は労働によってつくりだされたものでも有用

な対象でなくてもよく，ただ物・物財であれば

よいということになろう。したがってその場合

には，土地，自然資源のごとき有用な対象では

あるが労働によってつくりだされたものではな

いもの，あるいは人間の活動に随伴して産出さ

れる産業廃棄物のごとき非有用物，そして路傍

の石のごとき人閣のつくりだしたものでも有用

でもないもの，これらのものでも生産物と規定

されざるをえない。しかしこの論理的帰結の事

実との不整合は説明を必要としない。そうだと

すればある対象が生産物と規定されるについて

の要件は，物・有形物であることではなくて，

労働によってつくりだされたものであり，有用

な対象であるということでなければならない。

この点からいえば，歌手の歌う歌のごとき焦形

物もこの二つの要件を備えている以上物財と異

なるところはなく，後者と同じように生産物と

規定することができるといわねばならない。そ

して以上のように考えるとすれば，第 1のグル

ープのサービス商品の商品体を労働ではなくて

生産物ととらえることは，従来のマルクス経済

学の通説においては不当にも物・有形物に限定

されてきた生産物の概念を無形物にまで拡張す

るということを含んでいるといえよう。

次に第 2のグループについていえば，このサ

ービスの商品体が労働か生産物かという問題

は，第 1のグループの場合とは異なり，生産物

生産の存否ということではない。そこで前提

されていた，たとえば衣服そのものを裁縫労働

の生産物とみなす生産物のとらえ方からすれ

ば，サービス提供者たる仕立職人は衣服という
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れっきとした生産物を生産しているからであ

る。しかしこうした生産物のとらえ方をするか

ぎり，他人の所有物である布を加工して衣服を

製造する仕立屋は，彼の労働の生産物たる衣服

を売らないのだから，彼の売るサービス商品は

生産物ではなく労働であるという結論が従って

来る。だからここでの問題は単なる生産物生産

の存否ということではなくて，売買の対象たる

生産物生産の存否ということであり，その内容

をなすのは，第 1のグループに関しては問題と

ならなかった，たとえば裁縫労働というような

特定の労働の生産物を衣服というような具体的

対象そのもの，その全体ととらえる生産物のと

らえ方， もっと正確にいえば，労働対象をく形

態変化〉させてそれを製品に加工するような生

産における労働の生産物を， ＜形態変化〉した

労働対象そのものととらえるとらえ方いかんと

いうことである。

もとより裁縫労働は労働対象である布のく形

態変化〉を行なうにすぎず，この布の生産には

かかわりをもたない。その実現するものはたか

だか布のく形態変化〉でしかない。だから裁縫

労働が衣服を生産するとはいってもその意味す

るところはこのような内容に限定しなければな

らず， したがって厳密に規定するならば，その

生産物はく形態変化〉された布である衣服その

ものではなく，布の上のく形態変化〉ととらえ

なければならない。そしてこのようにとらえる

なら，衣服のような具体的な生産物は労働対象

たる素材とその上のく形態変化〉とに区別して

とらえることのできるものであり，これに基づ

けば，その売買は労働対象たる素材とく形態変

化〉との二つのものの同時一括売買ととらえる

ことのできるものである。このような生産物と

その売買とのとらえ方を前提して見れば，仕立

第 45巻第 1号

屋の労働生産物とその売買も，彼が衣服を売ら

ないからといってその生産物を売らないとはい

えない。衣服は布とく形態変化〉との合成物で

あり， 後者が仕立屋の裁縫労働の生産物であ

る。布は彼の所有物ではないから彼は売らない

が，彼はこの布の上に生産物としてく形態変

化〉を生産しているのであり，これを商品とし

て売る。縫製業者による衣服の売買では一括し

て同時に売買された二つのもの，布と裁縫労働

の生産物たる〈形態変化〉とが，それぞれ独立

に売買され，仕立屋は自分の労働の生産物であ

る＜形態変化〉をのみ商品として売るのであ

る。このように考えるとしたら，第 2のグルー

プのサービス商品の商品体を労働ではなくその

生産物と規定する論拠は， 生産が労働対象の

く形態変化〉として行なわれる場合において

は，厳密に規定すれば，そこにおける労働の生

産物は通常そうみなされているようにく形態変

化〉した労働対象そのもの，その全体ではなく

て，＜形態変化〉だということであり， また売

買の対象たる生産物もそれだということであ

る。

最後に，第 3のグループについていうと，サ

ービス商品体が労働か生産物かという問題は二

重の側面をもっている。第 1に，第 1のグルー

プの場合と同じく生産物生産の存否ということ

が問題である。運輸および保管労働は，たとえ

ば第 2のグループの裁縫労働のごとき労働とは

異なり，通常の意味における衣服のような生産

物は生産しない。そしてこれが元で，富永教授

がそうしているように，生産物生産が行なわれ

ないからサービス商品体は労働であるとみなさ

れるのである。しかしだからといってこのグル

ープの生産物生産の存否の問題が第 1のグルー

プの場合と同じだというわけではない。初期の
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「有用効果生産説」との関連で説明したよう

に，このグループの生産物は無形の生産物とと

らえることのできないものであり， したがって

ここにおける生産物生産の存否の問題は，第 1

のグループの場合とは異なり，事実認識の問題

として労働とは区別される無形の生産物の生産

の検出という形では決着のつけられるものでは

ない。むしろここでの問題は，第 1のグループ

とも第 2のグループとも違った意味で，生産と

生産物の概念をどう規定するかということであ

る。すなわち運輸および保管においては，労働

は運輸および保管対象の空間的，時間的く位置

変化〉を実現し，その過程の結果としてあらわ

れるのは〈位置変化〉した運輸および保管対象

である。他方これに対応するたとえば衣服製造

のごとき物財生産における活動は労働対象の

〈形態変化〉であり，その結果はく形態変化〉

した労働対象である。そしてここでは前者が生

産と，後者が生産物と規定されている。だから

運輸および保管労働の生産物生産の存否の問題

は，これらの労働が行なう＜位置変化〉が物財

生産における〈形態変化〉とその経済的性質を

本質的に異にし共通性はないのか， あるいは

〈位置変化〉した運輸および保管対象が物財生

産における＜形態変化〉した労働対象とその経

済的性質を本質的に異にし何らの共通性もない

のかどうかという問題であるといってよい。す

でに述べたように物財生産における＜形態変

化〉の経済的意義は，それが労働対象に新たな....... 
使用価値を与えるという意味で対象を使用可能...... 
な対象にするという点にある。 これに対して

く位置変化〉は労働対象に新たな使用価値は与

えないが，非使用地点・時点に存在する，使用

者にとって使用不可能な対象を使用地点・時点

に移転することにより，これを使用者にとって

............. 
も使用可能な対象に変化させる。この点では

く位置変化〉の活動は物財生産における＜形態

変化〉と共通の経済的に意味ある内容を有して

おり，後者が生産と規定されるならこれと同じ

意味において前者もまた生産と規定することが

できる。同様にして物財生産における＜形態変

化〉した労働対象一—―新たな使用価値をもつと....... 
いう意味で使用可能な対象ーーが生産物と規定

されるならば，＜位置変化〉した運輸および保... 0... 
管対象ー一その使用者にとって使用可能な対象

—ーもまた生産物と規定できる。かくて運輸お

よび保管労働においても物財生産同様生産物生

産は存在するのである。

しかしく位置変化〉した運輸および保管対象

が生産物ととらえられ，この意味で生産物生産

が行なわれたとしても，これらの対象自体は商

品として売買されてはいないから，以上の意味

での生産物生産の承認はいまだこのグループの

サービス商品が生産物であるという結論に直接

導くものではない。この結論に到達するには第

2のグループの場合と同じ売買の対象たる生産

物生産の存否という問題があり，運輸および保

管労働の生産物および売買の対象たる生産物を

厳密にはどうとらえるかという問題が存在す

る。これが問題の第 2の側面である。この点か

ら考えると〈位置変化〉した運輸および保管の

対象をこれらの労働の生産物ととらえるとらえ

方は，＜形態変化〉した布である衣服そのもの

を裁縫労働の生産物ととらえることと同一レベ

ルのものであり，後者のとらえ方が厳密にいえ

ば適切でな＜，厳密にいえば衣服が布とく形態

変化〉との結合物ととらえられ，このく形態変

化〉が裁縫労働の生産物と規定されるとした

ら，＜位置変化〉した運輸および保管の対象も，

く位置変化〉以前の対象とく位置変化〉との結
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合物ととらえられ，前者が運輸および保管労働

の生産物でない以上， 厳密にいえばく位置変

化＞した運輸および保管対象そのものではな

＜，後者のく位置変化〉―-—変化した運輸およ．． 
び保管対象の位置ー一こそがこれらの労働の生

産物と規定される。そしてこうとらえれば，

く位置変化〉した運輸および保管の対象が売買

されないとしても売買の対象たる生産物は存

在する。それは連輸および保管対象のく位置変

化〉である。

このように運輸および保管サービスの商品体

を労働ではなくて生産物ととらえる論拠は，他

のグループの場合とは異なり二重のものであ

る。一方では，第 1のグループと同じく生産物

生産の存否が問題であり， これを労働対象の

く形態変化〉という不当に制限された内容を越

えてのく位置変化〉までの生産概念の拡張，ま

たく形態変化〉した労働対象という不当に制限

された内容を越えてのく位置変化〉した運輸お

よび保管対象までの生産物概念の拡張によって

肯定する。他方では第 2のグループの場合と同

じく売買の対象たる生産物生産の存否が問題で

あり， これを第 2のグループの場合と同じく運

輸および保管労働の生産物を厳密に規定してそ

の実現する＜位置変化〉ととらえることをもっ

て肯定するのである。

さて，以上がサービス商品の商品体が労働か

あるいはその生産物かという問題の構造と，そ

れを生産物ととらえる論拠であるが，サービス

商品の商品体を上述のようにとらえるとした

ら，すでに述べてきたところからも容易に看取

されるように，われわれは好むと好まざるとに

かかわらず，生産物についてマルクスおよび彼

に比較的忠実なマルクス経済学の通説とはかな

り違ったとらえ方をしていることを意味する。

第45巻第 1号

まず第 1のグループのサービスとの関連でい

えば，本節 2および4で見たように，彼にあっ

ては物・有形物をつくりだす労働だけが労働と

区別され分離される独立の対象＝生産物を生産

するのであって， しからざる労働は生産物は生

産せず， したがって物・有形物だけが生産物で

あり，これらにあらざる歌手の歌う歌のごとき

無形の生産物という概念は存在しない。またこ

の点は別としても，彼が『剰余価値学説史』や

『資本論』で述べているところに従えば，彼の

生産物は物・有形物に明確に限定されている。

彼によれば「商品〔＝生産物商品， したがって

実体的には生産物と同義〕＿労働能力と区別

されたそれ一ーは，人間に素材的に相対してい

る物”」(『剰余価値学説史」）であり，また「商

品〔＝生産物〕は，まず第 1に，外的対象であ

り，その諸属性によって人間のなんらかの欲望． 
を満足させる物である 4)」（『資本論』）。そして

さらに「生産物は……形態変化によって人間の．．．． 
欲望に適合するようにされた自然素材である

5)」（同上）。ここには「物」でも「自然素材」

でもない無形の生産物という概念の入り込む余

地はない叫

3) マルクス『剰余価値学説史」第 1分冊， 176ペ
ージ。〔 〕内および傍点は引用者の付加。

4) 同『資本論』 (1),71ページ。〔〕内および

傍点は上に同じ。
5) 同上， 317ページ。点線部は引用者による省
略。傍点は引用者の付加。

6) 石倉一郎教授はマルクスの生産物概念につい
て，「資本論J第1巻の商品論では物財生産物の
みが生産物と規定されているが，抽象から具体へ
の論理の展開とともに無形物をも生産物と規定さ
れるに至っている，あるいはそう理解することが
可能な論理構成になっている一一石倉教授の表現
では「より展開した論理段階では〔サービス労働
も〕本源的に生産的と考えられる」一ーというユ
ニークな見解を主張しておられる（石倉前掲書評
および同「労働過程論の位置と本源的規定」 『経
済理論学会年報』第 14集所収等を参照のこと。
上掲引用は後者の 164ページ）。 具体的にいえ
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次に第 2のグループのサービスとの関連でい

えば， 彼は労働生産物一ーただし物財生産物

一ーを究極においては「自然素材と労働との結

合物」（前出）と理解しているが，ここから進

んで，労働が直接に実現するものとかかわらせ

て，生産物をたとえば〈形態変化〉等と厳密に

とらえることはしていない。上掲の「生産物は

ば，主として第 1巻第 14章の学校教師の労働に

ついての叙述と，第 2巻第 1章の「有用効果」に
関する叙述を元にこう主張されている。

しかしこのような解釈は疑問である。反征はい

くつかあるが，その最たるものは第 1巻第 14章
のすぐ後，第 17章において「労働の売買」に関

して述べられている彼の商品についての考え方で

ある。本稿第 I節4の(3)でも述べたように，彼

はそこで「労働の売買」を否定する論拠として，

あるものが商品として売買されるためには，それ

が「売られる前から存在して」いることと「商品

購買者」と「商品市場で慨接に……向い合う」こ
ととが条件であることを挙げ， これに労働はあて
はまらないとしてその売買を否定している。とこ

ろがこの条件によって商品から除外されるのは労
働のみならず無形の生産物もまたそうなのであ

る。石倉教授が主張されるように，マルクスが第
14章において無形の生産物という概念を導入し

ているとしたら，そのすぐ後でこれを全く否定す

るようなことを書くのは矛盾であろう。 第14章
ではマルクスは確かに学校教師の労働について述

べている。しかし彼は学校教師は「児童の頭脳を

加工する」とは述べていてもく無形の生産物を生
産する＞などとは一言もいっていないのだから，
上述のことともあわせてこの箇所を石倉教授のよ

うに解釈するのは無理があろう。また叙述の順序

のことは描くとしても，「労働の売買」の否定は
マルクスの剰余価値論の不可欠の前提であるのだ

から，彼の述べているかぎりではこれと対立する
ような無形の生産物という概念の導入を認めると

いうのは考え難いところである。

しかし「有用効果」の方は，第 14章の場合と

違って彼自身がその売買，交換価値，消費という

ことを認めているのであるからそれとは事情を異

にしよう。したがって「有用効果」の方は彼自ら

が「労働の売買」の否定条件と対立することをい

っていることになる。本稿でも指摘したように

「有用効果」を石倉教授の解釈のよう無形の生産

物ととらえることのできるものかどうかというこ

と自体が一つの問題だが，仮にそうみなしたとし

ても上述のような矛盾が存在し， これを整合的に
説明するのは不可能といえよう。

……形態変化・・・ 9•• された自然素材である」とい

う表現に端的に示されているように， ＜形態変

化〉した「自然素材」あるいは物的対象そのも

の，その全体を生産物ととらえるとらえ方をし

ている。

最後に第 3のグループのサービスに関連して

いえば，運輸業についての「有用効果」という

非常に曖昧な，そして誤った「唯物」論の上に

構成されている概念を除けば，このグループの

産業における生産物生産ということは彼の念頭

にはない。したがってこれらの産業における生

産物という概念は彼には存在しない。われわれ

は本節 4で，空間的・時問的に位置変化した物

的および人的対象（運輸および保管対象である

物や人”)を〈形態変化〉した物的対象同様生

産物ととらえたが，これとの関連でいえば，彼

の場合には後者のみが生産物である。ここから

も彼の生産物が，前に述べたと同じく，物・有

形物に限定されていることがわかろう。そして

われわれは第 2のグループの場合同様，さらに

進んで， 連輸労働や保管労働が直接に実現す

る物的，人的対象のく位置変化〉をこれらの労

働の生産物ととらえるのだが，勿論このような

とらえ方はマルクスにあっては皆無である。

以上からいえることは，マルクスの生産物概

念は物・有形物に，あるいはく形態変化〉した

物的対象に限定され， しかもそれらの具体的対

象全体というラフなとらえ方がされているとい

ってよい。だからマルクスの考え方に忠実であ

るかぎり，われわれはサービス労働が生産物を

生産するとは決していうことはできない。しか

しすでに詳論してきたように， このような生産

物のとらえ方は，ある而では事実認識の点で，

7) 人間の「保管」については，たとえば保育所の

活動を一例として挙げることができよう。
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ある面では経済の輪理という点で，到底擁護さ

れ難い。事実に即し経済の論理に従うならばそ

れは修正されなければならない。すなわち生産

物の概念は一面では物・有形物，〈形態変化〉

した物的対象から無形物および〈位置変化〉し

た物的，人的対象へと拡張されなければならな

い。そして他面では具体的対象の全体ととらえ

るラフなとらえ方を放棄し，それぞれの労働の

直接に実現するものとかかわらせて， 〈形態変

化〉，〈位置変化〉等と厳密化しなければならな

い。そして以上のような修正が行なわれる場合

にのみ，われわれは，サービス労働も生産物を

生産するといえるし，またこれに基づいてサー

ビス商品の商品体はその生産物であるというこ

とができるのである。

結びにかえて一~サービス労働の価値形成性

われわれは以上において赤堀教授のサービス

商品の価値と商品体に関する所説を検討してき

た。最後にそのいくつかの結論を元に，サービ

ス労働の価値形成性の問類についてのわれわれ

の見解を要約して，本稿の結びとしたい。

本稿第 I節 3で明らかにしたように，マルク

スの商品価値論は労働商品をも含んだ商品の価

値綸ではなくて，生産物商品の価値論である。

従来サービス労働の価値形成性の問題は， 「サ

ービス労働は生産的労働であるか否か」という

形で論じられてきたが，マルクスの商品価値論

がこのようなものであれば，この問題はむしろ

率直に「サービス労働は生産物を生産するか否

か」という形で論ずるべきであった。商品経済

の前提のもとでは，生産物を生産する労働は商

品を生産し，それは抽象的人間労働の側而にお

いて価値を形成する。だからサービス労働もそ

れが生産物を生産するなら価値を形成し，生産

第 45巻第 1号

しないなら価値も形成しないとすべきであっ

た1)。また問題を価値概念との関連で考えれば，

価値は対象化，物質化，凝固した抽象的人間労

働であるのだから，サービス労働は対象化，物

質化，疑固するか否かと問うことも正しい問題

の立て方であったろう 2)。ただ本稿第 I節 2で

も述べたように，労働の対象化，物質化，凝固

とは，労働が労働する人間に対するものに，そ

れと独立のものになるということ，労働が「そ

れ自身の姿を変え活動から存在〔生産物〕にな

る」ということであり，対象化，物質化，凝固

した労働とは活動状態から生産物になった労働

ということである。そしてこの生産物になった

労働の抽象的人間労働としての側而が価値なの

である。だからサービス労働が対象化， 物質

化，凝固するか否かということは，それが生産

物を生産するか否かということに依存してお

り，問題は後者の当否いかんで決着がつけられ

1) このような問頑設定のもとでサービス労働の価

値形成性を論じている人々は非常に少ないが，山

田喜志夫教授と長岡豊教授の 2人は， こうした論

じ方をしている否定論，肯定論のそれぞれの代表

者格であろう。

「サービス〔労働〕は……生産物を生産しな

い。したがって，サービス［労働〕は社会的生産

物〔の価値〕の一部たる国民所得を生産しない」

（山田前掲書， 119ページ。〔〕内および傍点

は引用者の付加。点線部は引用者による省略）。

「サービス労働も価値を形成するという綸証を

再言すれば次のようになる。 “労働が価値を形成

する前提は，それが使用価値••••••を生産するとい

うこと，条件は社会的分業と特定の生産閲係。こ

のような前提と条件と資格において，『物』を生

産する労働とサービス労働とを差別する理由は

どこにもない。”」 （長岡『労働と資本』 239ペー

ジ。点線部は引用者による省略）
2) この観点から問題を諭じ否定的な結論を引き出

している論稿としては，管見のかぎりでは次の二

つのものがある。

遊部久蔵『労働価値論史研究』第 3章第 1節

「生産的労働の本源的規定ー一生産的労働とサー

ビスーー」

荒又重雄「生産的労働論新考」『経済学研究J
北海適大学，第 25巻第 3号。
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サービス商品の価値と商品体

るということができよう。

サービス労働の価値形成性いかんが上述のよ

うにして決定されるとすれば，この問題に対す

るわれわれの解答は勿論肯定的である。本稿第

II節の考察からも明らかなようにサービス労働

もまた生産物を生産する。したがってそれは抽

象的人間労働の側面において価値を形成する。

けれども以上のような問題設定とそれに対す

る解答との間には，実をいうと明らかに矛盾が

存在する。サービス労働の価値形成性いかんと

いう問題に関して，「サービス労働は生産物を

生産するか否か」という形で問題を設定するこ

とは，マルクスの価値論が生産物商品の価値論

であることから引き出される。だがそうだとす

ると「サービス労働は生産物を生産するか否

か」と問う際の生産物とは，それは明らかにマ

ルクスの概念での生産物でなければならない。

ところがこの問に対するわれわれの解答の「サ

ービス労働も生産物を生産する」という際の生

産物は，すでに第Il節 5でも述べたことだが，

マルクスの生産物概念とは一致しない。マルク

スの生産物は物・有形物に限定され， しかもそ

れらの具体的対象そのもの，その全体ととらえ

られているのである。したがって彼の生産物概

念を前提するかぎり，サービス労働は生産物を

生産しないというのが正しい解答である。だか

らわれわれがサービス労働も生産物を生産し，

したがって価値を形成すると主張するにして

も，われわれはこれをマルクスの解釈論として

妥当であると主張するものではない。むしろ解

釈論として正しいのは，物財生産労働の価値形

成性をのみ承認する一ーしたがって結論的には

物財をのみ生産物とみなす一ー通説である。

だが解釈論としての当否が，問われている問

題のすべてでも基本でもないことは，いうまで

もないことである。第Il節で詳論したように，

生産物をマルクスのようにのみとらえることは

事実認識の問題としても経済の論理からいって

も到底容認できるものではない。マルクスの経

済学が単なる定義の体系ー一→物・有形物をのみ

先験的に生産物と定義し，もっぱらこれを前提

に資本主義の経済像を構成する一ーであるなら

話しは別だが，そうではなくて現実の経済現象

に即し，これからの抽象によって経済像を構成

して資本主義経済を理解しようとするものであ

るなら＿恐らくマルクスもこのことは否定し

ないと信ずるが一一，彼の生産物概念は事実に

即し，経済の論理に従ってその修正を受け容れ

なければならない。すなわち一面では物・有形

物， ＜形態変化〉した物的対象から無形物，空

間的，時間的に位置変化した物的，人的対象へ

と拡張されなければならない。また他面では具

体的な対象そのもの，その全体ととらえるラフ

なとらえ方を放棄し，それぞれの労働の直接に

実現するものとかかわらせてく形態変化〉，＜位

置変化〉等と厳密にとらえなければならない。

そしてこのような生産物概念の修正が受け容れ

られる場合にかぎり，われわれはマルクス価値

論の枠内においてサービス労働の価値形成性を

肯定することができる。すなわちサービス労働

も生産物を生産する，それ故サービス労働も

ー一その抽象的人間労働の側面において一~価

値を形成すると”。

3) なお，本稿の考察対象から除外されている各種
のサーピスーー第II節1の注8)参照―生産労
働についてはこの結論は保留されている。正確に
いえば肯定も否定もされていない。
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