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本稿で取り上げるのは， 1960年代にわが国に

おいて磯野富士子氏の問題提起に端を発して闘

わされた家事労働論争（あるいは第 2次主婦論

争） 1) の重要論点であった，家事労働は労働力

の価値を形成するか否かという問題である。

1) この論争の概要については，朝日ジャーナル編

集部「磯野論文をめぐって」（『朝日ジャーナル』

1961年4月9日号）及び神田道子「主婦論争」

の「一の 2．後期主婦論争」（講座『家族』第 8巻，

1974年刊，所収）が詳しい。

論争に関連する文献については，生活科学調査

会編『増補改訂•主婦とは何か—家事労働と婦
人の意識一~』 62~66 ページに一覧表が掲げられ

ており，そのうちの主要な論文は，最近出版され

た上野千鶴子編『主婦論争を読む• Il』に再録さ

れている。
尚，わが国における論争とテーマを共通にする

論争が， 1970年代に入り欧米でも繰り広げられて

いる。管見の限りだが，それを紹介したものとし

て次の論稿がある。

久場嬉子「家事労働と資本一~ツ
パにおける諸研究についてのノートー一」（『東京

学芸大学紀要•第 3 部門』第 30 集）
竹中恵美子「労働力再生産の資本主義的性格と
家事労働—家事労働をめぐる最近の論争によせ
て一ー」（『経済学雑誌」第 81巻第 1号）

水田珠枝「女性解放の視点（七）一~ミニ
ズムとマルクス主義」（『未来』 1980年11月号）

周知のようにマルクスは，労働者の維持に必

要な，商品として購入される生活手段の生産に

必要な労働をもって労働力の価値を規定し，

この生活手段の消費に必要な諸労働， ことに家

事労働については，一切言及しないまま労働力

価値の形成労働から除外している。また上記の

論争に直接・間接に参加した論者達のほとんど

も，理由は様々であるがマルクスの規定を支持

した。そして筆者も，論争に直接参加したもの

ではないが，結果としてマルクスの規定を支持

する小論を草した2)。本稿の趣旨は前稿とほぼ

同一であるが，諸論稿に学び，また考究も深め

も改めて拙論を呈示するものである。

1. マルクスの労働力価値規定と問題

一磯野説に関連して

マルクスは労働力の価値規定を， 『資本論』

第 1巻第 4章第 3節「労働力の売買」で展開し

ている。

それに際し彼は，先ず， 「労働力の価値は，.............. 
他のどの商品の価値とも同じに，この独自な商.......  
品の生産に， したがってまた再生産に必要な労

属蒔他によって規定されている。それが価値で

あるかぎりでは，労働力そのものは，ただそれ

に対象化されている一定量の社会的平均労働を

表わしているだけである」1) と述べる。これは

2) 「労働力の価値規定について一一金子甫氏のマ

ルクス批判に関連して一ー」（『東京教育大学経済
学論集』第 8号， 1974年）
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労働力という独特な商品にも，彼が以前に展開

した商品の価値規定が同様に適用されることを

述べたものである。そして彼の価値規定が労働

生産物である商品にのみ適用されるものである

こと，あるいは彼の価値が労働生産物である商

品だけがもつ価値であることを考慮すると，上

掲のようにいうマルクスが，労働力をも労働生

産物であると前提していることは明らかであ

る。この前提があるからこそ， 「労働力の価値........ 
は…•••この独自な商品の生産に……必要な労働．． 
時間によって規定されている」ということがで

きるのである。

しかし労働力は，通常の財である生産物とは

異なる独特の性格をもっており，それに応じて

その生産も独特の内容をもち，その生産に必要

な労働も独特の規定のされ方をする。次の箇所

はそのことを述べたものである。

「労働力は，ただ生きている個人の素質とし

て存在するだけである。したがって，労働力は

この個人の存在を前提する。この個人の存在が

与えられていれば，労働力の生産は彼自身の再

生産または維持である。自分を維持するために

は，この生きている個人はいくらかの量の生活

手段を必要とする。だから，労働力の生産に必

要な労働時間は，この生活手段の生産に必要な

労働時間に帰着する。」2)

上掲箇所は，第 1に，労働力が「生きている

個人の素質として存在するだけである」という

特質ゆえに，それの生産は労働者「自身の再生

産または維持」という形をとるという，労働力

生産の特殊性を述べ，そして第2に，このよう

な形での労働力の生産には生活手段が必要であ

1) マルクス『資本論J岡崎次郎訳， 国民文庫版

(1), 299ページ。傍点は引用者の付加。以下同
様。

2) 同上， 299~300ページ。

第 48巻第 3.4号

り，生活手段に含まれた形で労働が投下される

から，労働力の生産に必要な労働は「生活手段

の生産に必要な労働時間に帰着する」と述べた

ものである。

前に述ぺた点とも合せていえば労働力も通

常の財である商品同様労働生産物であり，その

生産に必要な労働によって価値は規定される

が，その生産には生活手段に含まれた形で労働

が投下されるから，これが労働力生産の必要労

働となる， したがって労働力の価値は生活手段

の生産に必要な労働によって規定され，「言い換

えれば……労働力の所持者の維持のために必要

な生活手段の価値である」”ということになる。

これがマルクスの労働力の価値規定である。

だが以上のようであるとすると，ここに 1つ

の問題が生じる。彼がいう，労働力の生産であ

る労働者の再生産・維持に必要な生活手段と

は，労働者によって商品として購入される生活

手段である。たしかにこれは必要である。けれ

どもこの生活手段だけでは，労働者の再生産・

維持は果されない。たとえば多くの場合，購入

された食料品は調理されなければ食べられない

し，衣類は洗濯して清潔に保たれていなければ

ならない。また家屋は掃除をして，居住に良好

な状態に維持されていなければならない。要す

るに多くの場合，商品として購入された生活手

段は，家庭で何らかの形で手を加えられてはじ

めて労働者の再生産・維持に用いられる。そし

てこの生活手段に手を加える活動は，多くの場

合家事労働として行なわれるのだが，そうだと

すると労働者の再生産・維持に直接用いられ

る，またこの再生産・維持に直接必要な生活手

段は，単に商品として購入された生活手段では

なくて，家事労働によって手の加えられた生活

3) 同上， 300ページ。
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手段であるということにならざるをえない。ま

たそうだとすれば，労働力の生産には，単に商

品として購入された生活手段が含む労働だけで

なく，家事労働として行なわれる労働も必要で

あるということにならざるをえない。そうする

と労働力の価値はその生産に必要な労働によっ

て規定されるのだから，この家事労働も労働力

の価値を形成する労働として算入さるべきでは

ないか，という結論が導かれて来る。

磯野富士子氏が家事労働論争で，マルクスの

労働力の価値規定に対して提起した問題の基本

筋はほぼ以上のようなもので，同氏は，夫婦の

労働者家族において，労働力の所有者たる夫が

「直接の生活手段」とするものは，たとえば商

品として購入された生米や布地ではなく，主婦

が家事労働でそれらを材料に作ったご飯や下着

であることを指摘し，そうである限り， 「労働

カの生産に必要な生活手段を構成するのは，生

米や布地ではなくて，ご飯と下着である。それ

なのに，生米や布地をご飯や下着にするために

費やされた主婦の労働〔家事労働〕だけが，ど

うして夫の労働力の価値を計算するときにはぶ

かれるのだろう」と疑問を呈し，マルクスの労

働力の価値規定を一貫させるなら、主婦の家事

労働もまた労働力の価値を形成するとすべきで

はないか， と主張したのである九

4) 磯野富士子「婦人解放論の混迷」，『朝日ジャー

ナル』 1960年 4月10日号， 16~17ページ。［ 〕

内は引用者による補足を表わす。以下同様。

尚，論争に直接参加したものではないが，次に

引用するように，磯野氏と同様の主張が金子甫氏

によってもなされている。

「労働力が誰かの生産物であり，それ故に『労働

カの生産に必要な労働時間』が問題になりうるか

ぎり，マルクスが『生活手段』と呼ぶものは『労働

カの生産』のための手段，すなわち生産手段であ

り， 『生活手段の消費』は『労働力の生産』に役

だつ消費すなわち『生産的消費』であり， 『生

活手段の消費』に必要な労働時間は『労働力の生

2・磯野説批判論の難点

磯野氏がマ）レクスの労働力価値規定に関して

提起した疑問に対し，ほとんどの論者はこれに

批判的に答えたぢ

産に必要な労働時間』の一部をなすであろう。」

（同氏「労働力商品論批判ーーマルクスの生産概

念への批判との関連において一ー」『桃山学院大

学経済学論集』第 13巻第 1号， 51ページ）

「労働力が生産物として規定され， それ故に

『労働力の生産に必要な労働時間』が問題になる

かぎり，それは， 『生活手段の生産に必要な労働

時間』だけではなく，この『生活手段』の消費に

必要な労働時間をも含むことにならざるをえな

い。 このことは， 綿糸の生産に必要な労働時間

が，その生産手段である綿花の生産に必要な労働

時間だけでなく，綿花の消費に必要な労働時間を

も含むのと同じことである。」（同上， 49ページ）

金子氏の議論の仕方は磯野氏とは異なる。同氏

は労働力の生産を通常の生産物の生産に準え，後

者においてはその生産に必要な労働が，生産にお

いて消費される生産手段の生産に必要な労働だけ

でなく，生産手段を消費する労働をも含む以上，

前者においても，生活手段といういわば労働力生

産の「生産手段」の生産に必要な労働のみなら

ず， この「生産手段」である生活手段の消費に必

要な労働も，労働力生産の必要労働としなければ

ならないはずだ，というのである。そしてこのよ

うである限り，その生産に必要な労働によって規

定される労働力の価値は一一金子氏がそう主張し

ているわけではないが—―ー，生活手段の生産に必
要な労働のみならず，生活手段の消費に必要な労

働によっても形成されるという結論が導かれて

来る。
もっとも金子氏は，生活手段の消費に必要な労

働も労働力生産の必要労働であるということを積

極論として主張しているのではない。マルクスの

必要労働の規定に従えば上述のようにならざるを

得ないはずである。ところがマルクスはそうして

いないのであり，彼の議論には論理の一貫性が欠

けている。そしてこのような不首尾の原因は，そも

そも商品とはなり得ない労働力を商品と見倣した

ことにあるのであって，労働力が商品として販売

されるという命題は成立しない。これが同氏の積

極論である。上掲論文及び「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一~

彼の剰余価値説に用いられている『弁証法』一ー」

（上掲誌，第 13巻第 3号）を参照のこと。

1) 貴重な例外は，当時の論争に直接参加したもの

ではないが， 古賀良一「労働力の価値と家事労

働」（『商経論集』北九州大学，第 14巻第 4号，
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磯野説批判論は大別すれば 2つになるが2)'

その 1つは，高木督夫氏や荒又重雄氏によって

説えられたもので，労働力の労働生産物性を否

定することによって，磯野説を退けようとする

ものであった。

たとえば高木氏は， 「磯野氏の価値論の中心

部分は， 労働力尚品は（家事労働という労働

の）労働生産物である，という一点につきる。

この点が承認されるならば，後は論理の破綻な

しに磯野説が展開しうることは…•••明らかで」

あるとする。しかし， 「労働力の生産とは，労

働つまり労働力の消費過程〔＝生産過程〕以外

の労働者とその家族の生活そのものに他なら

ぬ」故に，すなわち労働力は生産過程で生産さ

れないが故に， 「労働力商品は労働生産物では

ない」と主張する”。

同様に荒又氏も， 「労働力がもし労働生産物

で•…•あるならば，たしかに磯野氏のいうよう

な主婦労働価値生産もありうるであろう」とす

るが， 「家庭で行なわれているのは商品の消費

で……ある」に過ぎない，すなわち生産ではな

いという理由によって， 「労働力を労働の生産

物とはいえない」と主張する凡

要するに両氏とも，磯野氏がマルクスの規定

に則って，労働力も労働生産物であることを前

提に，家事労働がこの労働力の生産に必要な労

働である以上，労働力の価値を形成するとしな

ければならないと主張したのに対し， この前提

そのものが問違いだとして磯野説を退けるので

ある。すなわち労働力が労働生産物でないな

1979年）である。

古賀氏は同論文において，家事労働も労働力生

産の必要労働である以上その価値を形成するとす

べきだとする磯野氏の主張を支持するとともに，

磯野説批判論に対しては，本節でわれわれが展開

するのとほぼ同趣旨の反論を加えて，磯野説を弁

設している。

第 48 巻第 3•4 号

2) 本節で取り上げる 2つの磯野説批判の他に，毛

利明子氏が主張した特異な家事労働の労働力価値

形成否定論がある。

毛利氏は，労働力の価値は商品として購入され

た生活手段の価値に帰着するというマルクスの規

定は， 「典型的な資本制社会」を想定したもの

であり，そこでは「労働者の労働力が典型的に商

品化した状態」すなわち「労働力の再生産が，す

べて資本の生産する商品，および資本の下で働く

サービス商品によって行なわれること，いいかえ

れば，労働者の生活が既製品やインスタント食品

やクリーニング屋のサービス労働などで満されて

しまう状態」一一家事労働が存在しない状態ー一

が実現されるとし（以上，同氏「『労働力の価値』

と主婦労働―~“出稼ぎ賃金”構造のなかで一ー」

『朝日ジャーナル』 1961年4月 9日号， 16ペー

ジ）， 「『主婦労働が価値を生産しない』という場

合は，このように典型的に成熟した労働力価値に

ついていっている」（同氏「婦人解放運動と主婦

労働の位置」， 前出『主婦とは何か』 149ページ）

のだと主張した。

上述のような毛利氏の主張はいささか難解で，

いわんとすることが何なのか，理解し難い点があ

る。しかし，家事労働も労働力価値を形成するの

ではないかという磯野説に対してこう述べられて

いることを考慮すると，同氏は，氏のいう「典型

的な資本制社会」を想定するなら家事労鋤は存在

しないから，それが労働力価値を形成することも

あり得ない，と主張していると解するほかない。

しかしこれでは磯野氏の問に答えたことには全

然ならないのである。磯野氏は，家事労働が存在

し，それが労働力生産に寄与している状態を想定

して，それの労働力の価値形成性いかんを閻うて

いるのに，毛利氏はこれに家事労働が存在しない

状態ではそれは労働力の価値を形成しない，と答

えているからである。

このように両氏の議論はすれ違いに終っている

が，あえて咬み合せようとするなら，問題はいか

なる想定のもとで労働力の価値を規定するのが妥

当か，ということになろう。この点から考えるな

ら，前資本主義的諸要素を排していわば純粋な資

本主義を想定したとしても，そのことから論理必

然的に家事労働の存在しない状態が演繹できると

はいえないことが指摘されなければならない。毛

利氏の「典型的な資本制社会」とは，前資本主義

的要素や独占の存在しない「完全競争の社会」で

ある（上掲雑誌， 16~17ページ。上掲書， 148ペ

ージ）が，同氏自身は，このような社会を想定し

た場合には家事労働が存在しなくなるということ

の理由を全然説明していない。

3) 高木督夫「婦人運動における労働婦人と家庭婦

人ー一磯野論文の問題点 」『思想』 1960年 10

月号， 138ページ。点線部分は引用者による省略

を表わす。以下同様。

4) 荒又重雄『価値法則と賃労働』 179ページ。
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労働力の価値と家事労働

ら，家事労働がその生産労働であるはずはな

ぃ。そうであれば家事労働が労働力価値を形成

することもあり得ないのである。

しかしこのような，労働力の労働生産物性の

否定に基づく磯野説批判は，この点に関するマル

クスの規定の解釈をめぐる問題は別としても氏

明らかに 1つの矛盾をもっている。改めて論ず

るまでもなく，商品の生産に必要な労働によっ

て規定されるマルクスの価値は労働生産物であ

る商品だけがもつものであり，労働生産物でな

いものはこれをもたない。だから両氏が主張す

るように労働力が労働生産物でないなら，労働

5) 両氏とも，労働力は労働生産物でないという自

己の解釈を正当化する文献的証拠は，全然提示し

ていない。前の引用中にもあるように，マルクス. . ...  
は明示的に「労働力の生産」，「労働力の生産に必...... 
要な労働時間」と述べているのである。両氏のい

うように労働力が労働生産物でないなら，何故に

その「生産」や「生産に必要な労働」について語

ることができるのか？説明されて然るべき事柄で

あろう。

尚，高木氏は，一方で労働力が労働生産物であ

ることを否定しながら，他方でその価値の決定を

云々 し， 「生活によって生活資料の価値が労働力

の価値に移転する」（前掲論文， 139ページ）と述べ...... 
ている。しかし再度繰り返すが，労働力の価値を

云々しうるためには，労働力は労働生産物でなけ

ればならない。そうでなければ労働力は価値をも

たず，そのようなものは存在しない。そして存在

しもしない労働力の価値には， 「生活資料の価値

が……移転する」はずがないのである。

また荒又氏も，労働力が労働生産物であること

を否定する一方，他方で労働力の価値は労働力そ

のものにではなく，生活手段の価値として，生活

手段に担われて存在するという主張を展開してい

る（同氏前掲書， 139,142ページ）。しかし，高木

氏の場合と同様に，労働力の労働生産物性を否定

してどうして労働力が価値をもつといえるのか，

またこの点には目をつぶるとしても，生活手段の

価値という労働力に存在しない，労働力がもつの

ではない価値を，どうして労働力の価値であると

いえるのか，当然説明して然るべきところを，同

氏は全然説明していない。後者に関していえば，

形式論理学の矛盾律を犯さない限り，労働力に存

在しない，労働力がもつものでない価値は，労働........ 
カの価値ではないというべきだろう。

力はそもそも価値をもたないのであり， したが

って労働力の価値それ自体が存在し得ない。し

かしそうである限り，存在しもしない労働力の

価値について， これを家事労働が形成するか否

かなどと問うのは全く無意味なことである。そ

んなことはわざわざ問うまでもなく最初からわ

かっていることである。すなわち存在しもしな

い労働力の価値は，何物もこれを形成すること

はできないという意味において，家事労働が労

働力価値を形成することはあり得ない。しかも

そうである限り，家事労働のみならず生活手段

の含む労働もまた，労働力の価値を形成するこ

とはあり得ないといわねばならないのである。

以上が両氏の主張の論理的帰結である。そし

てこのことが示しているのは，労働力が労働生

産物ではないという前提のもとでは，家事労働

が労働力価値を形成するか否かという問題は勿

論のこと，一般に労働力の価値を形成するもの

は何かという問題それ自体が，論理的に成り立

たないということである。 このようである限

り，家事労働が労働力の価値を形成するか否か

という問題は，何らかの意味で労働力が労働生

産物であると前提しないと成り立ち得ないので

あり 6)， この前提を否定して議論を展開してい

6) 勿論労働力を労働生産物ととらえることが妥当

か否かということ自体も，問われて然るべき問題
である。

この点に関して論じた論稿は非常に多数にのぼ

るが，最近下記の諸論文において闘わされた高橋

正立氏と山下隆資氏との論争が，この問題の最も

重要な側面を挟り出しているように思われる。

高橋正立「労働力そのものの対象性」（『名城商

学』名城大学，第 25巻第 4号），山下隆資「労働

による労働力の『生産』について＿高橋正立氏

の批判に答える一ー」（『経済学論集』香川大，第

49巻第 5• 6号），高橋正立「『労働力商品』と

『労働力そのもの』と一一山下隆資氏の反批判に

よせて」（『名城商学』第 27巻第 2号），山下隆資

「労働による労働力の『生産』と労働力の価値対

象性について一一高橋正立氏の反批判に関連し

て一ー」（同上）。
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る両氏は，明らかに全く的はずれの主張を行な

っているといわざるを得ない。

次に，磯野説批判論のもう 1つは，

の規定の前提である，

るということを認め，

由をもって，

ものである。

マ）レクス

労働力も労働生産物であ

また家事労働が労働力生

産労働であるということを認めつつも，家事労

働が，価値を形成する労働がそうであるような

社会的形態をとらない私的労働であるという理

それの労働力価値形成を否定する

たとえば以下に引用する，下山房男，竹中恵

美子両氏の所説がそれである”。

「主婦の家事労働が労働力の価値を生産して

いるのではないということは， そもそも労働力

商品に価値として労働が対象化しえないからで．．．．．．．．．．．．． 
はなくて，それが夫という特定個人にたいして
．．．．．．．．．．．．．．．．． 
のみなされる，つまり社会的形態をとらない私
．．． 
的労働だからである。」8)

「〔家事労働の〕第 1の特質は，...... 
合烏としての性格をとらざるをえないことであ

．． 
これが私的

る。……家事労働が私的な性格をもつというこ

とは，経済的価値をもたぬ無償労働であるとい

うことに他ならない。なぜならその労働は，他

人のための使用価値を生産（たとえば米を御飯

にかえ，生地を衣服にかえる）するものではあ

7) 両氏の所説と同趣旨の主張は，論争当時『婦人

新聞』紙上において，嶋津千利世，上杉聡，黒田

俊雄，小林登美子，原田二郎の各氏によってなさ

れている（前出，朝日ジャーナル編集部「磯野論

文をめぐって」参照のこと）。両氏の論文は当時

の論争に参加したものではなく，これに関連して

後に書かれたものであるが，本稿で取り上げたの

は，専ら検討の便宜のためである。

8) 高橋・高木・金子編『諧座現代賃金論

の理論』 141ページ。

因に，下山氏のこの主張は直接磯野説に向けら

れたものではない。労働力の労働生産物性の否定

をもとに磯野説を否定する荒又氏の所説を批判

し，その代案として提出されているものである。

1．賃金

.............. 
っても，それは家庭内の家族のために枠づけら.... 
れており， しかも肝心なことは， その労働が社

会的分業の一環として，商品交換を媒介するも

のではないからである。

もともと価値とは，商品生産者の私的労働が，

社会的分業の一環を示す形態なのであるから，.............. 
社会的分業の一環とはなりえぬ私的な過程での

労働〔家事労働〕は，

いしてのみなされる」，

それがどれほど有用的で

あると力説されようとも，経済的価値を生み出

すものではない。」9)

両氏は，家事労働を「夫という特定個人にた

あるいは 「家庭内の家

族のために枠づけられ」た労働ととらえる。そ

してこれが，両氏のいう，家事労働が「私的労

働」であるということの意味である。勿論これ

自体は妥当である。

意味で「私的労働」であるにしても，

い」とか，

しかし，家事労働が以上の

このこと

からどうして家事労働は「社会的形態をとらな

「社会的分業の一環とはなりえぬ」

などということができるのであろうか。

商品経済においてはすべての労働が，直接に

は，個々の生産者あるいは企業等に枠づけられ

9) 竹中恵美子「家事労働の経済的評価」，『ジュリ

スト』増刊総合特集『現代の女性 状況と展

望」 193~4ページ。

尚，竹中氏は上掲引用中では，家事労働は「経

如祖蘊を生み出すものではない」と述べ，労蜀

カの価値をつくり出すものではない， とは述べて

いない。だから上掲箇所だけを見るならば，同氏............... 
の主張は，家事労働の労拗力価値形成否定論とは

とれない面がないではない。けれども，同氏が上

掲論文において家事労働の経済的価値形成否定論

を展開する際に念頭に置き，また対置しているの

は磯野説であること，さらに前出のサーベイ論文

「労働力再生産の資本主義的性格と家事労働」に

おいて，家事労偏の労働力価値形成性をめぐる論

争に関説し，自説をその否定論と位置づけ，その

際本稿で引用の論文の参照を求めているので（前

掲誌， 61~62ページ），上掲論文の主張を家事労

働の労働力価値形成否定論と見倣して検討の材料

とした。
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労働力の価値と家事労働

た私的労働でしかない。けれどもそれは，その

生産物が商品として交換されることによって

「社会的形態」をとり，あるいは商品として交

換される生産物を生産することによって「社会

的分業の一環」を構成する。だから私的労働

であるということそれ自体は，決して「社会的

形態」をとり得ないとか， 「社会的分業の一

環」を構成し得ないとかいうことを直接に意

味するわけではない。私的労働が私的労働であ

るままに終る，すなわちその労働の生産物が自

家消費されて商品として交換されない場合にの

み， それは「社会的形態をとらない」のであ

り，また「社会的分業の一環とはなりえぬ」の

である。

然らば家事労働の生産物は商品として交換さ

れないか？ この労働の生産物を，たとえば竹

中氏が言及している御飯等の直接の生産物とと

らえた場合には， たしかにそれは自家消費さ

れ，商品として交換されることはない。けれど

もこの御飯を食べることによって労働力が生産

され，この労働力は商品として交換される。そ

して労働力を労働生産物と規定する限り，その

生産に寄与する，御飯等をつくる家事労働は当

然労働力生産労働であり，この労働力が商品と

して交換される以上，それがたとえ「夫という

特定個人にたいしてのみなされる」，「家庭内の

家族のために枠づけられ」た「私的労働」であ

ろうとも，そのこと自体は，この労働が「社会

的形態」をとり，労働力生産という「社会的分

業の一環」を構成することを否定する理由に

は，少しもならないといわねばならない10)0 

10) 磯野氏は両氏のような批判を予想して，あらか
じめ，われわれが述べたのと同趣旨の反論を行な
っている（磯野，前掲論文， 17ページ）。それ故
に，下山氏はともかく竹中氏は，磯野氏のこの点

このように見て来ると，両氏の主張には，意

識的か無意識的かはともかく，問題の立て方に

不適切な点があることがわかろう。たとえば竹

中氏の御飯の例だが，両氏は事実上，家事労働

をその直接の生産物である御飯をつくる労働と

限定して，これをたとえばレストランで料理を

つくるコックの労働と対比して論ずるという問

題の立て方をしている。こうした対比のもとで

は，前にも述べたように御飯は商品として販売

されないから，それをつくる家事労働は，商品

である料理をつくるコックの労働とは違って，

単なる私的労働と規定することもあながち間違

いとはいえない。けれども家事労働に関して問

題となっていることは，御飯をつくることそれ

自体ではない。それを通して行なわれる労働力

という商品の生産である。したがってレストラ

ンの料理と対比さるべきは，明らかに御飯では

なくて労働力でなければならない。

そしてもっと適切な例で妥当な対比を行なう

なら，御飯をつくる家事労働と対比さるべき

は，たとえば商品として販売される家畜に食べ

させる飼料を自家生産する労働である。この労

働は飼料を生産するという限りでは，商品を生

産する労働ではないから，飼料生産労働という

形では「社会的形態」はとらないし， 「社会的

分業の一環」も構成することにならない。この

点は自家消費される御飯をつくる労働も全く同

様である。けれども家畜はこの労働が投下され

た飼料を消費して生産されるから，それは家畜

生産労働の一部となり，商品として販売される

家畜の生産労働として「社会的形態」をとり，

「社会的分業の一環」を構成する。このようで

あれば，労働力も，家事労働が投下されている

御飯を消費して生産される以上，家事労働は労

の主張に関説して然るべきであったろう。
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働力生産労働の一部であり，この労働力が商品

として販売される限り，飼料生産労働と全く同

様に，商品生産労働として「社会的形態」をと

り， 「社会的分業の一環」を構成するという結

論が従って来る。

以上のように，下山・竹中両氏の磯野説批判

には，問題の立て方の点で誤りがあり，家事労

働の労働力価値形成の否定論としては成功して

いない。

3 ・商品生産の必要労働•投下労働と価値形

成労働

労働力を労働生産物と規定するなら，労働力

の生産に寄与する家事労働は労働力生産労働

であり，それは労働力生産の必要労働•投下労

働である。このようであるとしたら，家事労働

は，磯野氏の主張するように，労働力の価値を

形成するといえるか？

価値の実体は労働であり，商品の生産に必要

であり投下される労働をもって価値を形成する

とするマルクスの価値規定からいえば，磯野氏

の結論は避けられないかに見える。

しかし，マルクス自身は明示的に展開しては

いないが，必要労働•投下労働による価値規定

に従ったとしても，ある特殊なケースでは，必

要労働•投下労働ではあっても価値形成労働か

ら除外されることがある。つまり結論を先回り

していえば，商品生産の必要労働•投下労働が

無条件に価値形成労働であるのではない。した

がって家事労働が労働力商品生産の必要労働で

あり投下労働であることを承認したとしても，

そのことから即座に磯野氏の結論が導き出せる

とはいえない。

上述の点は，労働生産物である生産手段すな

わち生産財に投下された不変資本の商品への価

第 48巻第 3.4号

値移転の問題，換言すれば生産財に投下された

労働の商品価値形成労働としての計上の問題を

追究してみれば容易にわかることである。

不変資本の価値は，その素材的実体である生

産財の損耗とともに生産物へ移転される。そし

て1回の生産期間に損耗する非耐久生産財は全

部を，数度の生産期間に亘って使用される耐久

生産財は，その耐用期間ー一損耗しつくされる

期間一ーに応じて一部づつを移転する。別言す

れば生産財に投下されている労働は，生産財が

損耗することによって，生産物の価値形成労働

として計上される。非耐久生産財の投下労働は

1回の生産期間でその全部が，耐久生産財のそ

れはその一部づつが，価値形成労働として計上

される。

ところでいま，仮に永久耐久財である， した

がって全く損耗しない生産財が存在するとした

ら一一たとえば造成された工場用地や化学工

業で使用されるある種の触媒がこれにあたる

―’これに投下されている労働は価値形成労

働としてどのように計上されるであろうか？永

久耐久でない生産財は，期間の長短ほともあれ

耐用期間に応じて価値形成労働として計上され

る 数学的に表現すれば
総投下労働
耐用期間

づつ計

上される。非耐久生産財の場合は分母は 1であ

り，耐久生産財の場合には 1より大きい。そし

て同様のいい方をすれば，永久耐久財の場合は

分母は無限大であり，計上さるべき労働は無限

小となる。すなわち価値形成労働としては計上

されない。

いささか持って回ったいい方をしたが，生産

財の投下労働が生産物の価値形成労働として計

上されるその基礎は，その生産財が損耗するこ

とであるのだが，永久耐久財はこの基礎を欠く

が故に，それに投下されている労働は，商品生
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労働力の価値と家事労働

産の必要労働•投下労働であるにもかかわら

ず，価値形成労働としては計上されないのであ

り，このことは，必要労働•投下労働イコール

価値形成労働では必ずしもない，ということを

示しているのである。

この結論は，商品生産の必要労働•投下労働

をもって価値形成労働と規定するマルクスの価

値規定からすれば意外な結果である。彼は『資

本論』の冒頭章で，商品体の使用価値を捨象す

ると商品体には抽象的人間労働の結晶としての

性格のみが残るとし， これを価値とした。商品

に結晶すべき労働は勿論商品の生産に必要であ

り，そのために投下される労働であるから，こ

の価値を形成するものは当然商品生産の必要労

働•投下労働とならざるをえない。この推論に

は少しの麒顛もない。しかしそれにもかかわら

ず，上述のような，これとは対立する結論が導

かれ得るのである。

この対立は，われわれの見るところ次のよう

に解釈される。すなわち商品生産の必要労働・

投下労働であるにしても，このことだけをもっ

て労働が価値を形成すると規定されるのではな

い。むしろこの労働のもつ特定の性格故に，そ

れは価値を形成すると規定される。然るに永久

耐久財の投下労働はこの性格を欠いている。然

るがために，それが商品生産の必要労働•投下

労働ではあっても，価値を形成することはな

ぃ。ところが『資本論』冒頭章におけるマルク

スの労働価値説の論証においては，価値を形成

する労働のかかる性格が解明されないままにな

っているのではないかと。

このように考えて来ると，思い当るのは財生

産の費用としての労働の性格である。

前に見たように，生産財に投下された労働の

価値形成労働としての計上は，生産財の損耗を

基礎としていた。この生産財の損耗は， これに

投下されている労働に即して考えるなら，それ

は，この生産財に投下されている形態を失なう

という意味で，同時に投下労働の損耗でもあ

る。そして損耗するなら，労働はもはや回収し

取り戻すことは不可能であり，生産には二度と

投下できない。ところが永久耐久財の投下労働

は，損耗しないが故に生産の終了の都度回収し

取り戻すことが可能であり，何度でも生産に投

下することができる。そして損耗する投下労働

は価値形成労働として計上され，然らざる永久

耐久財の投下労働は計上されないことを考慮

し，さらに活動として行なわれる直接労働ー一

この労働も，活動として行なわれるが故に時々

刻々消え去り，二度と同じ活動は再現されない

という意味で，損耗的であり，回収も取り戻し

も不可能である—―ーの価値形成労働としての計

上が自明とされていることを考慮すると，価値

を形成する労働は，間接労働，直接労働を問わ

ず，損耗し，回収し取り戻すことができない，

という性格をもっていなければならないことが

推察できるのであるが，労働のこの性格こそは，

財生産の費用の概念と不可分の関係をもつもの

なのである。

人間が必要とする財には，空気や太陽光や降

雨のように，その獲得に何等の提供物も必要と

しないタダの財が多数ある。しかしそれらを除

くなら，財はその獲得に何等かのものの提供を

必ず必要とする。すなわちそれらの財はタダで

はなくて，その獲得に代価，犠牲を要するもの

であり，このタダとの対照における財獲得の代

価，犠牲が費用である。

この費用が何によって構成されるかは，どの

ような経済体制を想定するか，あるいはどのよ

うな生産主体を想定するかに応じて様々である

-99 -



経 済 学 研 究 第 48巻 第 3.4号

が， いかなる場合であれ，生産に必要であり投

入されるもののすべてが費用になるのではな

一定の要件を備えたものだけが費用とな．．．． 
る。すなわち第 1に，それは財生産の主体の支

く，

．． 
出物でなければならない。主体の支出物でない

ものは他人の支出物であって，

物はタダであって，主体にとってその支出は代

価でも犠牲でもないからである。第 2に，...... 
は稀少性をもつものでなければならない。財獲

それ

得のための提供物が稀少でなければ，

要に応じて際限なく支出できる。

であり，

事実上タダであり，

いのである 1)0 

して計上されるについては，

件のみならず，

いることを考慮すると，

されるというだけでなく，

となっているのではないか，

それによる獲得

それは必

しかし際限な

く支出できるもので得られるものは事実上タダ

その提供物は代価でも犠牲でもあり得．．． 
ない。そして第 3の要件が損耗l生である。財猿

得の提供物が損耗しないとしたら， それは生産

の終了とともに回収し取り戻すことができる。

しかし回収し取り戻すことができるとしたら，

そのようなものの提供によって得られるものは

それは代価でも犠牲でもな

さて，前に見たように労働が価値形成労働と

その損耗性が条件

であった。そしてこの損耗性が今上で説明した

ように費用の要件の 1つであり，労働がこの要

それが人間主体の稀少な支出物

であるという意味で他の 2つの要件をも備えて

それが価値を形成する

と規定されるには，単に生産に必要であり投下

それが財生産の費用

としての性格をもつということが不可欠の要因

ということが推察

される。そしてこの点をもとに考えるなら， わ

1) 費用の服念と要件については，拙稿「労働＝真
の・唯一の費用論と労働価値説の論証」（『経済学
研究』九州大学，第48巻 第 1号）を参照され
たい。

れわれには，労働をもって価値の実体であると

するマルクスの労働価値説の論証には，

の労働の費用性に基づく価値の実体は労働であ

るということの論証が欠落しているのであり，

この欠落故に前に見たような対立が生じたと思

われるのである。

4.労働価値説と労働の費用性

マルクスは『資本論』の冒頭章で商品の交換

価値を分析して，＂

態であるとし，

とらえて，

正にこ

それは「或る実質」の現象形

さらにこの「或る実質」を「 1

クォーターの小麦＝ aッ.:c.ントナーの鉄」とい

う交換関係の「等式」に存在する「共通物」と

この「共通物」が何かを究明する。

そのために彼は商品体の使用価値を捨象し，商

品体には抽象的人間労働の結晶という性格のみ

が残留するとする。そして彼は，

抽象的人間労働の結晶が価値であると述べるの

この残留した

である。

以上に簡単に要約したものが，通例，価値の

実体は労働であるとするマルクスの労働価値説

の論証と見倣されているものであるが， 以上を

正にそのようなものと見倣すと，彼のこの論証

の重要な特微の 1つは，彼が，その実体が労働
．． 

であることを証明さるべき価値を，

しかし文章通り受け取ると，

文字通りいうなら結論は，

ある，

ルクスは何の断りもなしに，

には全然言及せずに，

だけいうのである。

「等式」の

「共通物」ととらえているということである。

もっとも，文章上彼はそうはいっていない。

この分析は実のと

ころ少しおかしいのである。というのはこの分

析は「共通物」は何かの分析であるのだから，

「共通物」は労働で

と表現さるべきものである。 ところがマ

つまり「共通物」

この労働が価値であると

「共通物」と価値とが全然
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労働力の価値と家事労働

別のものを指示するのなら決してこうはできな

いはずで，断りもなくそうしていることは，彼

の頭の中ではこの二つのものは同一であり，価

値を「共通物」ととらえていたと解釈しないと

辻棲が合わないのである。

そして以上のように価値を「等式」の「共通

物」ととらえるなら，価値のもつ特徴は，当然

同質的かつ量的比較が可能なものととらえられ

る結果になるが，彼の論証のもう 1つの重要な

特徴は，価値の特徴をこうとらえて，この特徴

をもとにその実体を究明し，労働に到達してい

るということである。すなわち彼は商品の使用

価値の捨象によって抽象的人間労働の結晶を導

出してこれを価値であるとするのだが，このこ

とは，換言するなら，同質的かつ量的比較が可

能という特徴をもつ価値は，異質性をもって特

徴とする使用価値では説明がつかないから，そ

の実体から除外するということであり，他方こ

の除外によって商品体に残留するとされる抽象

的人間労働の結晶という性質は，その性質から

して同質的かつ量的比較が可能であり，その点

で価値の同様の特徴を説明できるから，この労

働の結晶を価値の実体とする，ということであ

る。

しかし，以上のような価値とその特徴のとら

え方にもとづくマルクスの労働価値説の論証

は，ベーム等のマルクス批判家達が指摘してい

る周知の難点をもつものなのである。すなわち

同質的かつ量的比較が可能というだけなら，彼

らが指摘したように重量や体積や，かの有名な

「効用」もまた，抽象的人間労働と同一の性格

をもっており，この性格を基準に適否を判定す

る限り，これらも価値の実体として導出せざる

を得ない。したがって決して労働だけが導出さ

れるとはいえないのである。

以上のような理由から，マルクスの，価値の

実体として労働を導出する分析には，重大な欠

陥があるというべきである 1)。そうだとする

と，価値の実体として唯一労働を正当に導出す

るには，価値は単なる「共通物」以上のものと

して， したがって単なる同質的かつ量的比較可

能という以上の特徴をもつものとして，その特

徴を十分とらえる必要があり，またそうする限

り，価値の実体として労働が導出されるにして

も，それは単に抽象的人間労働として同質的か

つ量的比較が可能であるというに止らない特定

の性格に基づいて，導かれるはずのものといえ

よう。

そこで早速，価値をどうとらえたらいいのか

ということになるが，われわれはとりあえず，

日常の経験に訴えて値打，値ととらえるのが無

難であると思う。

この値打，値は，商品経済では「この本は千

円にしては値打がある」とか「千円にしては値

がない」等の用例が示すように，何円という値

段すなわち価格と一定の関係にあるもので，こ

の用例の如く常に一致するとは限らないが， と

もかく値段（価格）という形で表示される商品

の何らかの性質といえる。そして価格が貨幣に

よる表示であることを考えると，この値打，値

は貨幣によって表現される商品の何らかの性質

ととらえることができる。勿論これらも値打や

値の大小，高低が問題となる以上，マルクスの

「共通物」同様同質的かつ量的比較が可能なも

1) マルクスの労働価値説の論証には，本稿で取り
上げた点以外にも多数の問題点がある。その点を
論じた拙稿として次のものがある。参照を乞う次
第である。

「『資本論』における『価値の導出』の批判的
考察」 『経済学研究』九州大学，第45巻第 4.5
• 6号合併号所収。

「マルクス価値論と論理分析」同上誌， 第46巻
第 4• 5号合併号所収。
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のでもある。また，周知のようにマルクスは，

後に，価値の貨幣による表現を価格と規定して

いるから， 『資本論』の冒頭章で「交換関係」

の「等式」の「共通物」という難解極まるとら

え方がなされていた価値は，簡単にいえば貨幣

によって表現される繭品の何等かの性質であっ

たわけだが，このことをも考慮するならば，彼

の問題とした価値は，われわれが上で述べた値

打，値であったということができるのである。

そして値打があり値があるものは，何等かの

意味で重要なものであることを考慮すると，ゎ

れわれは次に，価値を， 「価値人類犠牲説」の

河上肇に倣って，財の「重要さ」2) ととらえる

ことができる。さらに値打も値も重要さも，人

間による評価にかかわるものであることを考慮

すると，価値が財に索材的に備わる属性であり

えないことは明白で，それは，人間による評価

が財に移転，帰属せしめられたものであるとい

える。そしてこのようであるなら，価値の実体

は何かという問題は，人間をして財を重要と評

価させる原因は何かという問題であり，価値の

実体が労働であるか否かという問題も，人間を

して財を重要と評価させる原因は労働であるか

否かという問題となる。したがって労働価値説

の論証は，労働が人間をして財を重要と評価さ

せるその理由を説明することであるといえる。

さて，価値の実体は何かという問題を上述の

ように考えるなら，価値の実体として即座に思

い浮ぶのは，効用価値説の「欲望満足」＝「効

用」である。ある財が稀少であれば，その財数

量のどの 1単位が欠けても「欲望満足」は損傷

2) 河上肇「マルクスの労働価値説」 『河上肇著作
集』第 10巻， 313ページ。

尚，河上のこの価値概念は，彼が上掲論文でヴ
ィーザーの『自然価値論J]に言及しているところ

から見て，恐らくオースリア学派の価値概念の借
用ではないかと推測される。

第 48巻第 3• 4号

を被るから，各個の財はいずれも重要と評価さ

れる。けれども反対にこの財が稀少でなけれ

ば，その財数量のどの 1単位が欠けても「欲望

満足」は損傷を被らないから，各個の財はいず

れも重要とは評価されない。このようであれ

ば， 「欲望満足」の損傷の有無は財の菫要性の

有無の評価と不可分の関係にあり，この意味で

「欲望満足」は財をして重要と評価させる原因

であるということができ， したがって「欲望満

足」は財価値の実体であるということができる

のである鸞

しかし上述の関連は，財を専ら使用の観点か

らとらえた場合にのみいいうることである。効

用価値説が専ら価値を財の使用の観点から究明

して，価値の実体は唯一「効用」であると主張

したことは周知のことであるが，価値の実体が

財の使用の観点からのみ探究さるべきであるな

どということは，先験的にいいうることではな

し‘
゜
財の中でも自然財や，再生産の不可能な骨肇

3) 以上は，効用価値説における「欲望満足」＝「効

用」が価値の「本質」であるという主張の論証で
ある。

因にオーストリア学派の始祖メンガーは，たと

えば次のような設例でこれを説明している。

「或る村の住民が日々その需求を完全に充足す
るために千桶の水を必要とし，しかも日々十万桶

の水を流す小河を支配しているとすれば， この水

の一具体的部分数量例えば一桶の水は，彼等に対
して何等の価値〔重要性〕も有しない。なぜな

ら，たとえこの部分量が一般にその財性質を喪失
したとしても，彼等は水に対する欲望を従前同様
に完全に満足することができるからである。．．．．．．

之に反して右の小河の流す水最が異常な旱魃又は
他の天災のために日々五百桶に減少し••••••かくて

彼等の支配し得べき全水量がその欲望を完全に満
足するに十分でないとすれば，この場合……例え

ば一桶の水にして，彼等の欲望満足の振傷を招致

せずに喪失することはあり得ぬであろう。かかる

場合には彼等の支配量の各具体的部分は確かに彼
等に対して価値〔重要性〕を有するであろう。」
（メンガー『国民経済学原理』安井琢磨訳， 76~ 
77ページ）
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品の如き財は別として，再生産の可能な生産物

である財を取り上げるなら， それは単に使用さ

れるものであるだけでなく，生産されるもので

あるという性格ももっている。そうであればこ

れを生産の観点から取り上げてその重要性の評

価を問題とすることも，可能性としては排除で

きない。周知のようにマルクスの価値は，使用

価値の捨象によって導かれるものである。

重要とは評価しない。ところが多額の金銭を代

価として支払わなければ得られないものは，

の使用上の重要性とは別に，大切にし大事に扱

ぃ，

そ

この意味で重要であると評価する。要する

にその獲得に費用のかからないものは重要とは

評価せず，費用がかかるものは重要と評価する

して

のである 4)。この理由から，財の獲得に払われ......... 
る費用もまた，財を重要である（価値あり） と

みれば彼の価値が，事実上使用の観点からでは

なく生産の観点から財をとらえて規定されてい

るものであることは， 言を待たない。それ故に

彼の価値論の当否を考えるには， この観点から

財をとらえてその重要性の評価ということを問

題にしなければならないのである。

さて，財の生産は財の獲得である。この活動

の特色は，生産されない財である自然財の獲得

との対比によって明確になる。自然財はその獲

得に何等の提供物も必要としない。すなわち何

等の代価も犠牲も払わずして獲得される。要す

るにそれはタダで得られる。然るに生産では，

財は何らかのものを提供し， それを代価，犠牲

として支払ってはじめて獲得される。すなわち

生産を特徴づけるものは，何らかの物を代価，

犠牲として提供することを通じて，別言すれば

費用の支出によって，財を獲得するということ

である。

このようであれば財生産の主体は，何らかの

ものの費用としての支出を通じて生産に関与す

ることになる。そうであるなら，生産の観点か

この関与の仕方，

費用を払うということと不可分であろうこと

ら見た財の重要性の評価が，

は，容易に推察されるところである。単なる例

示に止めるが，

れるものは，

日常生活においてもタグで得ら

その使用上の重要性にもかかわら

評価させる原因であり，価値の実体であるとい

えるのである。ただし，前の「効用」を実体と

する価値を「効用価値」と，あるいはそれは財

の使用の側面にかかわるという意味で「使用価

値」と名付けるなら，上述の価値は，

ところで，

その原因

が費用にあり，費用を実体とするという意味で

「費用価値」と，またそれが財の生産の側面に

かかわるという意味で「生産価値」とでも名付

けて区別さるべき独自の価値である匹

この価値の実体である費用は， ど

のような経済体制を想定するか，

のような生産主体を想定するかに応じて，様々

したがってど

でありうる。たとえば資本主義経済を想定する

なら，生産の主体は資本家であり，彼の立場から

ず， あまり大事にも大切にもせず， この意味で
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4) 「如何にその物は〔使用の面から見て〕大切で
あっても，極めて僅かな犠牲を提供すれば何時で
も手に入れることのできるものであるならば，吾
吾は経済上その物を重んじない。之を得るための

犠牲が軽ければ軽いほど，その犠牲によって得ら
れたる物をば益々軽んずる。例えば或人が日々飲
用しつつある酒に比ぶれば，同じ人が日々利用し

つつある水の方が， 或る見地〔その使用上の見
地〕から見て，遥に多くの価値〔重要さ〕を有す
ることは，何人にとっても疑いないが， しかし其

の人は，殆ど無代で得られる水よりも， 1升いく
らといふ代価を要する酒に対して，遥かに多くの
経済価値〔重要性〕を認めるのである。」（河上，
前掲論文， 334ページ）

5) 河上は，財の「重要さ」と定義される価値を

「二つの方面から考へることができる」とし，こ
れを「効用の方面から考へられた価値」である

「使用価値」と， 「其の物を獲得するために費や
さるることを必要とする犠牲の方面から考へられ
た価値」である「費用価値」とに二分している。

河上，前掲論文， 313ページ。
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見れば，財生産の費用は彼が支出する貨幣であ

って労働ではない。そうであれば価値ー一費用

価値，生産価値ー一の実体も労働ではない。

然るに河上肇が「価値人類犠牲説」で展開し

たように， 「人類全体の立場」6) ー一体制を超

えた人間の立場とでもいおうか一ーから見るな

ら， あるいは杉原四郎氏等の「経済本質論」

経済の発展段階や経済体制のいかんにかか

わりなもそれらに一般的・共通的である経済

活動の諸要素，諸側面をとらえて経済活動を構

成したもの—一ーを想定してみるなら叫 違った

結論が導かれる。すなわちその場合には財生産

の主体は人間であり，主体たる人間が生産に支

出する，稀少で損耗的な生産の必要物は，唯一

労働であるという理由によって，費用は唯一労

働となる”。そうであればこの立場から見る限

6) 同上。

7) このことは，マルクスの分析における分析対象

である商品に即していうなら，商品をその全き特

殊性においてではなく，それの超歴史的・歴史貫

通的基礎である労働生産物の側面，次元でとらえ

て， あるいはこの側面，次元にスポットを当て

て，分析するということを意味している。マルク

スの価値導出の分析が，事実上かかる性格をもつ

ものであることについては，前掲拙稿「「資本論J
における r価値の導出」の批判的考察」第 2節を

参照されたい。

8) 「物の獲得のために必要とせらるる犠牲〔費用〕

は，之を人類全体の立場から見たならば，窮極人

間の労働に帰着する。」（河上，前掲論文， 113ペ

ージ）

尚，労働価値説の基礎には，財生産の真の・唯

ーの費用は労働であるという費用銀があることは

つとに指摘されるところであるが，しかしいかな

る理由からこのように規定できるかについては意

見は様々に分かれており，本稿で述べた理由もそ

の中の一つにすぎない。この点を検討した拙稿と

して，前掲「労働＝真の・唯一の費用論と労働価

値説の論証」があるので参照を乞う次第である。

因に河上肇は， 「人類全体の立場」に立って経

済活動を見れば，生産の主体は人間であり，人間

以外の自然には生産の主体（人格）たることを認

めないから，この唯一の主体たる人間の行なう労

働だけが財生産の費用となる，としている（河上，

前掲論文， 315~6ページ）。

第 48巻第 3.4号

り，価値ー一費用価値，生産価値ー一の実体は

唯一，財の生産に必要であり投下される労働で

あるということになる9)10)。かくて価値の実体

として労働が導出されるのである 11)。

9) 「物の生産に関しては，人間の労働のみが，人

間という立場からしての犠牲〔費用〕として観念

され〔ることにより〕……マルクスの所謂価値の

実体を形造るのである。」（同上， 316ページ）

労働を価値の実体とするには，このように資本．．． 
家の「立場」ないしは資本主義経済の想定ではな

い， 「立場」，想定を必要とする。あるいは注7

でもふれたように，分析対象である商品をその超

歴史的，歴史貫通的基礎である労働生産物の側

面，次元でとらえて分析することにより，価値実

体として労働が導出される。これらの理由から労

働をその実体とする価値は，労働生産物の特殊歴

史的，社会形態としての商品に固有のものとはい

えず，それらにはかかわりのない，超歴史的，歴

史貫通的な労働生産物である財のもつ価値であ

る。したがってそれは商品の価値ではなく，商品

が労働生産物としてもつ価値である。周知のよう

にマルクスは彼の価値を商品に固有のものとし，

マルクス経済学者の多くもこれに従っているが，

再考を要するところである。

因に河上肇も， 「価値は労働と同じく，労働が

社会化されてゐるあらゆる社会の一般的範疇に属

するものではあるまいか？ この一般的範疇に属

するものが資本主義の社会では商品価値として出

て来るのではあるまいか？」（河上，大正13年12
月30日付，櫛田民蔵への手紙，前出『著作集」第

11巻， 383ページ）と述べて，商品に固有のもの

とする考えに疑問を呈している。

10) 前に費用が価値の実体であると述べた時，その

理由は説明せず，河上肇に倣って例示を挙げるに

止めた。そしてこの箇所では，費用が価値の実体

であると前提して，「人類全体の立場」から見れば

労働が唯一の費用であるから，価値の実体は労働

であると結論した。けれども労働が価値の実体で

あることについては，労働に即した理由の説明が

必要である。本稿では省略したこの点を説明を，

試論の域を出ていないが，前掲拙稿「労働＝真の

・唯一の費用論と労働価値説の論証」第4節で行

なってみた。参照を乞う次第である。

11) 本文で述べたように，価値の実体として労働を

導出するには特定の立場が，すなわち「人類全体

の立場」ないしは「体制を超えた人間の立場」が

不可欠である。つまりこのような立場を明示し，

それに基づいて分析しなくては労働を価値の実体

として導出することはできない。

このような労働導出の方法はマルクスの方法と

は非常に異なる。彼は分析対象たる商品に即して

分析し，推論を行なって，同質的かつ量的比較可
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労働力の価値と家事労働

本節の最初に，われわれは，価値を「等式」

の「共通物」ととらえただけでは， したがって

その特徴を同質的かつ量的比較可能物ととらえ

ただけでは，価値の実体が唯一労働であるとい

う結論は導けないことを指摘した。この結論を

正当に導くには，価値は単なる「共通物」以上

のものとして一ーたとえば財の重要さと一ーと

らえる必要があり， しかも財を生産の観点から

とらえた場合に問題となる費用価値あるいは生

産価値ととらえる必要があった。そしてこれに

基づいて分析するなら，価値の実体として労働

が，単に抽象的人間労働として同質的かつ量的

比較可能物であるという理由によってではな

く，それが「人類全体の立場」から見た場合，

能という特徴をもった価値は異質性を特徴とする
使用価値によっては説明できないという理由で捨

象し，残留せる抽象的人間労働はかかる性質を説
明できるという理由で価値実体とする。ここには
何らの主体も，また立場も登場せず，推論はすべ

て商品そのものに即して行なわれている。かかる
方法は，故見田石介氏もいうように自然科学的分
析方法であり，マルクスはこれに忠実である（見
田石介『見田石介著作集』第 4巻， 257~8ペー
ジ）。

しかし本文でも説明したように，マルクスの方
法では価値実体として労働だけを導出することは
できない。かかる結果になったのは，いささか逆

説的に聞えるかもしれないが，一見対象に忠実
で，それに即しているかに見えるマルクスの方法
が，実は対象に即していないということにあるよ

うに思われる。繰返し述べたように，価値は単な

る同質，量的比較可能物ではなく， ものの値打，
値である。そして値打も値も人間による評価を表
わす以外の何物でもない。評価のないところには

値打も値も存在しない。さらに評価は誰かが行な
うものであり，その意味で評価はそれを行なう何

らかの主体の存在を前提するし，またその主体の
置かれた立場いかんで評価も様々でありうるとい
う意味で，それは特定の立場を前提している。す

なわち「立場」ぬきの価値は存在しようがないの
である。この意味で一見対象に忠実に見えるマル

クスの価値分析は，むしろ対象のもつ決定的に重
要な要素を看過しているのである。この原因が，

自然科学的分析方法の機械的適用に基づくもので
あるのか，あるいは評価等の「観念」的要素を排

する「唯物論」的思考に基づくものであるのか
は，解明を要するところであろう。

財生産の唯一の費用であるということに基づい

て，導出されるのである。

われわれはマルクスの労働価値説の論証の欠

陥に鑑み，河上肇の「価値人類犠牲説」を助け

に上述のような論証の代案を呈示するものであ

るが，これに基づくならば，労働は単に生産物

の生産に必要であり投下されるということによ

ってではなく，それが生産物生産の費用として

の意義をもつが故に価値を形成するという結論

が導かれよう。この故に，われわれの本来の課

題である家事労働は労働力の価値を形成するか

否かという問題も，単にそれが労働力生産の必

要労働•投下労働であることの指摘に止らず，

それが労働力生産の費用としての意義をもつの

か否かを解明することによって，その当否を決

せらるべきであるということができよう。

5.労働力生産の構造と家事労働の性格

「労働力は，ただ生きている個人の素質とし

て存在するだけである。したがって，労働力の

生産はこの個人の存在を前提する。この個人の

存在が与えられていれば，労働力の生産は彼自

身の再生産または維持である。」1)

マルクスがここでいう労働力の生産は，労働

者個人が「今日の労働を終ったならば，明日も

力や健康の同じ条件のもとで同じ過程を繰り返

すことができ」2) る状態になるということであ

って，新たな労働力の生産ー一子供の養育ー一

ゃ，特定の技術や熟練を修得するための教育の

過程は含んでいない。以下われわれもこの想定

のもとで労働力の生産を考察する。

さて，マルクスは上掲引用中で， 「労働力の

生産は彼〔労働者個人〕自身の再生産または維

1) 『資本論』 (1), 299ページ。
2) 同， 300ページ。
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持である」という。そしてこれには「いくらか

の量の［商品として購入される〕生活手段を必

要とする」”という。けれども彼は，この生活

手段を用いた労働力生産の構造については，何

等展開するところはない。

この生産は，商品として購入された生活手段

を消費する，労働者個人の消費活動によって行

なわれる。この活動の過程には，たとえば食物

や衣服や家屋や寝具等が購入されて投入され，

それらを消費する食事や採暖や休息や睡眠等の

活動が行なわれて労働者個人の再生産ないしは

維持がなされる。

ただ， このような消費活動には， 多くの場

合，それを労働者個人が自ら行なうか，あるい

は家族の者に行なわせるかは別として，要する

に家事労働として行なわれる，その準備ないし

は条件整備のための一連の活動，たとえば食物

の調理，衣服の洗濯，家屋の掃除，寝具の調整

等の活動が，一環として不可欠である。さらに

は，人間の行為とは意識されない，たとえば食

べた食物の消化あるいは栄養としての吸収等の

生理的諸過程も， 随伴する不可欠の活動であ

る。

以上の諸点を考慮してーロでいうなら，商品

として睛入された生活手段の投入，家事労働に

よるそれの何等かの意味での加工，調整，そし

てこのように手の加えられた生活手段の消費と

生理的活動による労働者個人の再生産ないしは

維持，これが労働力生産の基本構造である。

このような構造をもつ労働力生産は，強いて

求めるなら，家畜の生産にその類似物を見出す

ことができる。たとえば牛を飼って肉牛を生産

する場合，生産するとはいっても肥育そのもの

は，肉牛が自ら飼料を食べ，それを生理的過程

8) 同， 299ページ。

第 48巻第 3• 4号

によって栄養として摂取することによって行な

われるのであって，人間が行なうのは飼料を農

場に運び込み，これを適度に配合して牛に与え

ることや，あるいは畜舎，放牧場等を牛の成育

に良好な状態に保つ等のことでしかない。つま

り人間が直接行なうことは，労働力生産におけ

る家事労働同様，牛の「消費」の準備ないしは

条件整備の活動に止り，肥育という生産そのも

のは労働力同様，直接には動物である牛の「消

費」活動と生理的過程とに委ねられているので

ある。

そこで，以下，労働力生産の直接の過程であ

る労働者個人の消費及びそれに随伴する生理的

過程を，肉牛生産における牛の「消費」並びに

その生理的過程と同一視して労働力の生産をと

らえ丸われわれの本来の課題を解明すること

にしたいと思うが， このようにとらえるなら，

肉牛生産において導入される飼料等が間接労働

であり，また飼料の配合等の各種の飼育のため

の労働が直接労働であるとすれば，労働力生産

において導入される生活手段は間接労働であ

り，家事労働は直接労働ととらえることができ

4) このような家畜の「消費」と労働者個人の消費
との同一視は，家畜の生産においては「消費」を
行なう家畜は生産の主体ではなく，労働力の生産
においては消費する当の人間が主体であるという
重要な相違点がある故に，異議の生じ得る余地の
十分あるものである。しかしわれわれの意図する
ところは，家畜の「消費」と人間の消費とが本質
的に同ーであると主張することにあるのではな
い。それはわれわれの当面する問題である家事労
働に注意を集中するための方法的便宜以外の何物
でもない。

したがって人間の直接の消費活動の労働力生産
における意義，すなわちこの活動も「労働」と規
定できるか否か，またできるとしたらそれもまた
家事労働と同じく労働力の価値を形成するといえ
るか否か等の問題も，十分提起されて然るべき問
題である。本稿ではこの点には立ち人らないが，
仮にこの活動を「労働」と見倣した場合でも，そ
の経済的性格は家事労働と同一であるというのが
われわれの考えである（本節注5参照）。
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る。そして肉牛の場合にはそれが商品として販

売されると，この生産に寄与した直接・間接の

労働はいずれもその価値を形成するのである

が，労働力生産の場合は果してどうか，ことに

直接労働である家事労働は飼育労働等と同様価

値を，労働力価値を形成するといえるか，これ

が問わるべきわれわれの問題である。

この問に答えるには，労働力生産における労

働の投入の側面だけでなく， この過程の結果で

ある産出の側面も含めて，全過程を見なければ

ならない。

肉牛生産の場合には， この過程の産出物は生

産物である肥育した肉牛である。これに対して

労働力生産の場合は，その過程の産出物は，単

に生産物である労働力だけではない。労働者個

人の再生産ないしは維持は，労働者がその身体

にもてる，生理的活動をも含む様々の活動を可

能にする諸活動力の生産であって，労働力はそ

の一環として生産されるにすぎない。そして

今，労働者個人が自ら家事労働を行なう場合を

想定するなら，上述の生産される労働者個人の

諸活動力には，この家事労働を可能にする家事

労働力も含まれている。あるいは家事労働を家

族の者が，たとえば労働者の妻が行なう場合を

想定すれば，一家の行なう消費活動によって労

働者とその妻との再生産と維持とがなされ，彼

の労働力とその妻の家事労働力とが生産され

る。このように労働力の生産においては，主生

産物である労働力のみならず，直接労働として

投下された家事労働を再び可能にする家事労働

力が副産物として生産されるという点が，肉牛

生産とは異なる大きな特色である。

また肉牛生産の場合，生産過程の結果におい

ては，飼料等の形で投入された間接労働も，飼

育労働等の直接労働も，損耗して消え失せてい

る。他方労働力生産においては，たしかに肉牛

生産と同様に生活手段の形で投入された間接労

働も，直接労働である家事労働も，損耗し消え

失せてはいる。けれども労働力生産の場合に

は，上でも述べたようにその消費によって再び

家事労働を行なうことを可能にする家事労働力

が副産物として生産されている。つまり家事労

働は素材的には損耗し消失しているが，それを

可能にする家事労働力の再生産によって事実上

再現されている。この点も，肉牛生産の直接労

働が損耗，消失一方であるのと対比される，労

働力生産の重要な特色である。

そして以上を費用論の観点から見るなら，肉

牛生産の直接労働は，人間主体の稀少な支出物

であることに加え，上に見たように損耗的な支

出物でもあるが故に，当然その費用であるとい

うことができる。これに対して労働力生産の直

接労働である家事労働は，肉牛生産の直接労働

同様人間主体の稀少な支出物ではあるが，それ

は上述のように，生産への投下によって素材的

には損耗するけれども，それを再び可能にする

家事労働力が再生産され，事実上再現されるた

めに，事実上損耗しない。したがって事実上そ

れは回収され取り戻される。すなわち家事労働

は費用の第 3の要件を欠くのであり，それは労

働力生産の費用とは規定され得ない5)。 そして

5) 前稿「労働力の価値規定について」では，われ

われは，家事労働も直接の消費活動も「消費に伴
う『直接労働』」と一括し， この「労働」の労働

力生産の費用性の有無を論じて次のように述べ
た。すなわち労働者個人が労働力の販売者として

出発するときには， この「労働」を行なうことを
可能にする「消費労働力」は親の養育等によって

無償で与えられており，その後は生活手段を消費
過程に導入し消費しさえすればこの「労働力」は
再生産されること，加えて消費過程を労働力の生
産過程ととらえるなら生活手段の含む労働は労働

カの生産費となるために， この「労働力」は無償
の活動力として再生産されるとし，このことをも

-107-



経済学研究

費用であることは労働が価値の実体であり価値

形成労働であることの基礎であるのだから，こ

の基礎を欠く家事労働は価値形成労働ではあり

得ない。したがってそれは労働力の価値を形成

することもあり得ない6)。この理由故に，損耗

一方で，回収することも取り戻すことも不可能

な，したがって費用としての意義をもっ，商品

として購入された生活手段の形で投下された労

働，すなわち生活手段の生産に必要な労働だけ

が，労働力の価値を形成するのである”。

とに「無償」の「労働力」の消費である「消費に

伴う『直接労働』」は無償であり，労働力の生産

費とはならない，と。

しかし以上のような議論は妥当でなかった。問

われていることは上述の「労働」の費用性の有無

であった。そうであるならその判定は，本稿で家

事労働に関して行なったように，費用の要件を明

示し，この要件をその「労働」が備えているか否

かを問うことによって行なうべき性質のものであ

った。ここに訂正する次第である。

尚，本稿では労働者個人の直接の消費活動の意

義については考察を省略したが，この活動も，素

材的には損耗してしまうが，それを再び可能にす

る活動力が労働者個人の再生産ないしは維持によ

って再生産されるために，家事労働同様事実上損

耗せず，回収し取り戻される。したがって仮にこ

の活動を労働力生産「労働」と見倣したとして

も，それは費用の第 3の要件を欠いているが故に

労働力生産の費用とは規定されない。

6) 本稿と類似の見地から家事労働の価値形成性を

第 48巻第 3.4

否定したものとしては，管見の限りだが，白柳夏

男『流通過程の研究J(1975年刊）がある。

白柳氏は本書において， 「家計の外部から買わ

れる生活手段だけでは人は生活できない。料理，

洗濯，裁縫，そうじなどの家事労働がなされねば

ならない。つまり，家計レベルの諸労働がある。

・・・・・・〔しかし〕それなのになぜ労働力を生産する

家計レベルでは，生きた労働は全く無視され，価

値を形成し得ないのであろうか。……それは一家

の必要な生活手段が与えられれば，家事のための

労働力は自ら再生産され得るということで説明さ

れる」（同書， 36ページ）と述べている。 しかし

惜むらくは，必要な生活手段が与えられれば家事

のための労働力が自ら再生産され得るということ

が，いかなる理由で家事労働の価値形成性の否定

となるのか，その説明がなされていないというこ

とである。

7) われわれの結論は，結果的には家事労働を労働

力価値形成労働から除外しているマルクスを支持

することになるが，彼がそうしたのはわれわれと

は全く別の理由によると思われる。詳論は避ける

が，すでに多くの論者が指摘しているように，彼

は労働力を生産物と規定しつつも，それの生産過

程である個人消費の過程を本来の生産過程とは根

本的に異なるものとし，労働力の生産を文字通り

生産とはとらえていなかったことによると理解す

るのが大過ないところである。このようなマルク

スのとらえ方それ自体が矛盾をもっていることは

明白だが，その点はともかく，上述のようにとら

える限り，そもそも家事労働も含め各種の消費活

動は労働などではありえず，最初から労働力価値

の形成労働として視野に入り込む余地はなかっ

た，と推察される。

以上の点に関しては，たとえば古賀良一氏の前

掲論文の第 3節が詳しい。参照を乞う次第であ

る。
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