
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

交通業の生産物·再論

刀田, 和夫

https://doi.org/10.15017/4491770

出版情報：經濟學研究. 53 (4/5), pp.283-309, 1988-02-10. 九州大学経済学会
バージョン：
権利関係：



交通業の生産物・再論

刀 田 和 夫

目 次

はしがき

1. 村尾質氏の富永説批判

2. 村尾氏の新説とその疑問

3. 運送対象の存在しない「運輸」？

4. 村尾説の含意

5. 富永祐治氏の交通用役＝交通労働論と問題の

錯綜性

6. 富永説と 『資本論』の労働過程論の生産および

生産物の概念

7. 生産物概念の多面性と販売商品である生産物

はしがき

マルクス経済学の交通理論では交通業は生産

部門に属すると規定されている。このようであ

れば交通業の販売商品である生産物とは何かと

いうことが，交通理論の基礎として最も重要な

問題となる。そしてそこでは『資本論』第 2巻

第 1章第 1節の交通業に関する叙述をもとにし

た，交通労働過程ないしは交通労働そのものを

交通業の販売商品と規定する，富永祐治氏の所

説が通説としての位置を占めている。これに対

して村尾質氏は最近の論稿で1)，富永説には矛

盾があり，その原因は交通対象（運送対象）を

交通生産における労働対象と規定したことにあ

るとし，それに代わる労働対象のとらえ方を提

起して交通業の販売商品たる生産物について新

たな考え方を提唱しておられる。

われわれもこの問題については，旧稿「交通

業の生産物について一ーマルクスの く有用効果

Nutzeffekt〉概念と諸説の検討—ー」 2) 以来一度

ならず論じてきており，富永説とも村尾氏の新

説とも異なる独自のとらえ方を提唱している。

ただ同じく富永説を否定するにしても，村尾説

と拙論との間には富永説の評価について決定的

ともいえる違いがある。われわれの見るところ

富永説は，安部・富永説とも称される初期の有

用効果生産説のもつ矛盾を克服しようとした理

論的営為の産物であり叫その点では一つの理

論的進歩と到達点とを示しているように思われ

る。だからわれわれは，富永説がなお矛盾をもっ

ているとしても，矛盾を理由にそれを捨て去る

ことは妥当でないと考える。しかも富永説が逢

着している矛盾の解決は，行論のうちに明らか

にするように，この問題の解明にとっては避け

l) 村尾「交通生産の f労働対象』はなにかーーその

理論的一考察一」，『商経論叢』神奈川大学，第21

巻第3• 4号， 1986年。
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2) 雑誌 「唯物史観」第20号，河出書房新社， 1979

年。

3) この点については，交通学説史研究会編『交通学

説史の研究（そのII)」（財団法人運輸経済研究セ ン

ター， 1985年刊）， 61----64ページを参照のこと。尚同

所は，本書の第 1部「諸大学における交通論の展開」

第 2章「大阪市立大学」（伊勢田穆氏稿）の一部であ

る。
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て通ることのできないものである。だからこの

問題の解明は，村尾氏が提案しているように富

永説を全く別の理論と置き換えることによって

行われるのではなく，富永説の到達点を受け入

れ，それを出発点にして同説の矛盾の糸を解き

ほぐし，そこに解決の方法を探究することに

よって果たされると考える。

以下の本稿では，交通業＿ただし狭義の，

したがって運輸業一一の販売商品である生産物

は何ととらえるべきかという旧稿の課題に沿っ

て，先ず最初に村尾氏の新説の当否を検討して

みたい。またそれを通じて，富永説がある面で

は正当であって，その延長上に同説の克服の途

を探さざるをえないこと，さらに富永説の矛盾

の原因ともなった一つの問題が村尾説の一つの

要素ともなっていることを明らかにしたい。

次に同じ課題に沿って富永説を検討してみた

い。同説の矛盾を明確にし，矛盾が依って来る

諸原因をつきとめ，その克服の方向を明らかに

してみたい。尚，富永説の検討は旧稿でもある

程度行っているし，その克服の方向と妥当な交

通業の販売商品である生産物のとらえ方も，基

本的な輪郭についてはそこですでに提示してい

る。しかし，旧稿での富永説の検討は同説の一

面ー一本稿第 5節の内容がほぽそれに当たる

—に傾いていて，とくに村尾説とも関連する，

富永説の矛盾と深くかかわる側面の検討につい

ては，不十分なままに残されている。またわれ

われの交通業の販売商品である生産物のとらえ

方とその分析の方法も，その後いくつかの論

稿4)で問題を考察するなかで，より深化したも

4) 拙稿「マルクスの運輸論における 「有用効果』概

念の批判的考察」，『経済学研究』九州大学，第50巻

第1• 2合併号， 1984。「生産の概念と運輸ー一『使用

価値完成説』に関連して一ー」，『社会科学論集』九

州大学，第25集， 1985年。「運輸労働と価値生産」，

同誌，第26集， 1986年，等。

第 53巻第4• 5号

のとなっている。本稿での分析は，現時点での

われわれの理論の到達点をもとにした富永説の

分析としての意義をもっている。

1. 村尾氏の富永説批判

富永氏は，「交通とは，それによって対象の位

置変化が実現するところの労働過程……である。

それは，一般の労働過程と同じように，主体的

契機たる労働力（交通労働者）と対象的契機た

る労働手段（交通手段）及び労働対象（移動対

象）から成る」 1) と規定する。したがって同氏に

あっては交通労働の労働交象は移動対象である

旅客や貨物すなわち運送対象である。他方同氏

は，物質的財貨の生産では労働対象は形態変化

を遂げて生産物となるが，「交通の場合，労働対

象は労働過程のうちにその位置を変化する。し

かしその過程を終わったときに位置変化を完了

した労働対象は……労働の生産物とはいえな

い」 2) としてそれを否定し，交通労働は「生産物

には対象化しない」”すなわち生産物を生産し

ないとして，交通業の販売商品である交通用役

を「交通労働Jないしは「交通労働過程」その

ものと規定している。すなわち「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，あるいは交通労働過程に対してなのであ

る。」4) 「わたしたちが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対して支払

うという意味にほかならない」5) と。

1) 富永「交通用役について」「経済学雑誌』第37巻第

4号， 1957年， 6ページ。点線部は引用者による省

略を表わす。以下同様。

2) 同上， 5ページ。

3) 同上。

4) 同上。

5) 同上。

- 284-



交通業の生産物・再論

以上のように交通と交通業の販売商品である

交通用役とをとらえるとしたら，交通用役の「生

産」とその「消費」とは，次のようにならざる

をえない。先ず前者は，交通労働過程では運送

対象が労働対象であるのだから，運送対象が過

程に入って始めて生産は開始され，運送対象が

存在しない場合には生産は行われない。した

がって運送対象を積載しない単なる運送手段の

移動，すなわち空車，空船運行は生産ではあり

えない。また交通用役を「消費」するものは富

永説では運送対象であり労働対象である旅客や

貨物であるが，これらが労働過程に入ることに

よって生産は開始され，それらが存在しない運

輸はありえないのだから，交通用役の「生産J

はその「消費」に即してでなければ行われない。

あるいは「生産」は「消費」がなければ成り立

たない。すなわち「この部門では生産物の売残

りということはありえない。消費されるだけし

か生産されない。消費即生産，消費に即して生

産は成り立つ」叫したがってこの面からも，交

通用役を「消費Jする運送対象の存在しない空

車，空船運行の場合は，「消費」が行われないが

故に生産も行われないことになる。

村尾氏の富永説批判の第 1の点はすぐ上で述

べた点に向けられ，空車運行も生産ととらえな

ければならないと主張する。すなわち消費がな

ければ生産が成立しないとは「経済学の一般的

な論理からすれば…..きわめて例外的で倒錯的

な論理といわなければならない。そもそも生産

とは元来，能動的かつ主体的な人間行動であっ

て，消費がなくても成立しうるはずのものであ

る」”。しかし理容等のサービスの場合には生産

は消費がなければ成り立たない。交通業だけが

6) 同上， 6ページ。
7) 村尾論文， 8～9ページ。

この点で特別とはいえない。これに対して同氏

は，以上のサービス業とは違って「運輸業にお

いては旅客や貨物がなくても労働が行われ」 8)

るということを根拠に，消費がなければ生産は

成り立たないという考え方を否定する。要する

に「労働があるところには生産ありと考えた

い」9) というのが村尾氏の考え方であり，交通業

では運送対象がない場合でも運輸手段の移動活

動として労働は行われるが故に，運送対象なし

の運輸も生産であると考えるのである。そして

かかる考えに至らず，「『消費がなければ生産も

ない』とせざるを得ないのは〔したがってまた

空車運行が生産であることを否定するのは〕労

働対象の把握の仕方から不可避的に生じた論理

矛盾ないし無理である」10) と批判する。要する

に富永説の誤りは労働対象を運送対象とと らえ

た点にあるというのである。

次に，村尾氏の富永説批判の第 2の点は，同

説では労働過程が生産物であるという「自己矛

盾」を冒すことになるということである。

「〔富永説の〕第二の問題点は… 『労働過程』

そのものが労働の『生産物』であるとする自己

矛盾的論理にある。……およそ生産物は労働に

とって対象的な客体的存在でなければならない

はずである。その客体物とは，物財生産におい

ては『労働対象』が『そもそもから企図された

……変化』によって転化したもの（マルクス

……）である。ところがこの理論……では，交

通の生産物は労働対象（そこでは輸送される人

間，貨物）が転化したものではなく，『労働過程』

そのものだとするのである」 11)0 

以上の疑問点は，述べられていること自体は

8) 同上， 9ページ。
9) 同上。

10) 同上。（ 〕内は引用者の補足。以下同様。
11) 同上， 9～10ページ。
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容易に理解できる。マルクスの『資本論』の労

働過程論に従えば，生産物は労働によって形態

変化された労働対象である。したがって生産物

は労働ではありえず，「労働対象……が転化した

もの」（村尾氏）でなければならない。しかるに

富永説では交通労働の労働対象＝運送対象は生

産物とはならない。しかも労働過程そのものが

生産物だというのである。これはマルクスの『資

本論』の労働過程論の生産物の規定と対立し，

矛盾も甚だしいとことは明らかである。そして

かかる混乱は，運送対象を交通労働の労働対象

ととらえたことに由来しているのであると。

ただ正確を期するならば，富永氏は交通業で

は労働対象は生産物にはならないとしているけ

れども，労働過程が生産物であるとは規定して．．．．．． 
いない。一例を挙げるなら，「生産物として対象........ 
化しないところの，動的な過程たる労働の作用

そのもの，これをわたしたちは用役と名付ける。．．． 
従ってわたしたちが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

味に外ならない」 12) と述べていることからもわ

かるように，同氏は明らかに交通労働の生産物....... 
生産を否定し，その故をもって交通用役は交通

労働過程だといっているのである。むしろ同氏

の主張の本旨は労働過程＝生産物論を主張する

ところにあるのではなくて，交通業では労働対

象が生産物とはならないことのために生産物の

生産は行われず，その理由をもって交通業の販

売商品である交通用役を交通労働過程それ自体

ととらえるところにあるのである。だから村尾

氏による宮永説の「自己矛盾」のとらえ方は問

題がある。

12) 富永論文， 5ページ。上付傍点は引用者の付加。

以下同様。

第 53巻第4• 5号

勿論村尾氏もその点は承知している。しかし

富永氏は交通業を生産部門と規定する。そうで

あるならば交通業の販売商品はその生産物であ

るというのがその論理的帰結である。他方富永

氏は交通業の販売商品である交通用役を交通労．．． 
働過程と規定する。だから富永氏は事実上交通

労働過程を交通業の生産物と規定している，ま

たそうならざるをえない。これが村尾氏の富永

説の「自己矛盾」論の趣旨であろう 13)。われわれ

も村尾氏のいわんとすることは理解できる。し

かし，富永氏が交通労働の生産物生産を否定し，....... 
その故をもって交通用役は交通労働過程だと

いっていることは明らかなことであるから，村

尾氏のような富永説の矛盾のとらえ方はすべき

ではない。矛盾を指摘するならば，むしろ富永

氏の述べているところに従って，同氏が交通業

を生産部門と規定しながら，それは生産物を生

産しないと規定する，したがって生産部門では

ないとする 生産物を生産しない生産部門と

は定義違反である ことの矛盾を指摘すべき

であろう。

富永説の解釈をめぐる論点は別に論ずるとし

て， ともかく村尾氏は上述の二つの難点は，す

でに説明してきたように，いずれも運送対象を

労働対象としたことから生じているとするので

ある。それ故この難点は，運送対象とは別の労

13) 村尾論文， 10ページ参照。尚，富永論文にも次の

ように，交通用役を生産物であるとする表現が極僅

かながらある。 ... 
「交通用役を生産物と考える場合，その消費は生

産の時と場所から一刻ーも離れて行われることが

できない。」（富永論文， 8ページ）「交通用役は生産

と消費の同時過程であって，商品としての交通用役

の同一性はその消費のしかたにかかっており，しか

もこの消費のしかたは……限り無く多様に個別的

である。かようにして，労働過程としては物理的・

技術的におなじではあっても，消費内容の相違によ．．． 
り〔交通用役〕は違った生産物でありうる。」（同

上， 23ページ）
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働対象を想定することによって解決されるとし

て自説を展開している。

2. 村尾質氏の新説とその疑問

始めに村尾氏の新説を要約しよう。同氏は交

通労働の労働対象を富永氏とは違って運送対象

ではなく「空間」であると規定する。すなわち

「交通は二つの空間的位置の距離的な隔離を克

服しようとする。この距離的な隔離をゼロにす

るためには，人間は空間に働きかけるほかない

……働きかける対象つまり『労働対象』は『空

間』である」 1) と。そしてこのように規定する

と，富永説が遭遇した『資本論』の労働過程論

との対立も避けられるという。すなわち「およ

そ物質的財貨の生産においては，人間は自然界

の『物質』を労働対象として，これに企図された

変化を生じさせる。それと同様に，交通用役〔生

産〕においては，自然界に実存する『空間』……

を労働対象として，これ……に変化を生じさせ

るのである」2)。そして交通業の生産物はこの

「『そもそもから企図された』変化を生じさせら

れた『労働対象＝空間……』であると考え

る」 3)。そうすれば「労働過程が生産物であると

する自己矛盾的論理＿生産物とは『意図され

た変化を受けた労働対象』であるという命題

……と対立する から解放されることにな

る」4)。加えて，以上のように考えれば富永説と

は逆に，空車運行の場合も「『空間』という労働

対象が存在して，生産過程成立の条件は満たさ

れている。それゆえそこには生産過程が成立し

l) 村尾論文， 13ページ。
2) 同上， 15ページ。
3) 同上，21ページ。
4) 同上，20ページ。

ている」5) という結論が導かれてくる。

以上が村尾説の概略である。同氏がいうよう

に「空間」を労働対象ととらえ，交通業の生産

物をこの「空間」の変化したもの，位置変化し

た「空間」とするならば，企図された変化を加

えられた労働対象が生産物となるという『資本

論』の労働過程論との抵触も避けられ，併せて

空車運行も生産であるととらえることもできる。

だから交通業の労働対象を「空間」ととらえる

ことの当否が，同氏の主張の当否を占う上で決

定的に菫要なポイントといえる。ところが村尾

氏のいう「空間」がそこで労働対象であるはず

の同氏の交通（運輸）論は明確さを欠いていて，

一体交通をどのようにとらえているのか，その

中身がさっぱりわからない。そしてそのことと

相侯って労働対象と規定される「空間」も，そ

れが一体何を指示し何を意味するのかが全く不

明なままに労働対象だと主張されている。

最初に引用したように，村尾氏は「交通は二

つの空間的位置の距離的な隔離を克服しようと

する」と交通の意義を述べ，このことから「こ

の距離的な隔離をゼロにするためには，人間は

空間に働きかけるほかない」として，「働きかけ

る対象つまり『労働対象』は『空間』である」

と，労働対象が「空間」であるという結論を導

いている。ここで先ず疑問に思うことは，同氏

は交通を「二つの空間的位置の距離的な隔離を

克服しようとする」ことだというが，その場合，

「二つの空間的位置の距離的な懸隔」というこ... 
とが一体何と何の「二つの空間的位置の距離的

な隔離」であるのか，それを村尾氏は全然説明

していないということである。すなわち「空間....... 
的位置」とは何等かのものの「空間的位置」以

5) 同上， 22ページ。
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外にありえないから，その当のものが何かわか

らなければ，同氏のいっている「二つの空間的

位置の距離的な懸隔」ということは意味不明で

あり，これを「克服する」という交通の意義も

不明とならざるをえないが，同氏はそれを全然

説明していない。

推測の域をでないが，現実の交通に即して村

尾氏が指しているのではないかと思われるもの

を挙げてみると，先ず運送対象や運送手段が移

動さるべき地理的空間における出発地と目的地

との「空間的位置の距離的な隔離」 --------{JIJえば

新幹線の博多駅と東京駅との「距離的な隔離」

が挙げられる。しかしこの意味での「二つ

の空間的位置の距離的な隔離」は，それを「克

服しよう」にもできることではないから，これ

を指しているとはいえない。

そこで「克服しようとする」ことが可能であ

るものに限定して推測するならば，二つのもの..... 
が考えられる。一つは運送対象の現在位置と運

送先との「空間的位置の距離的な隔離」である。..... 
もう一つは，運送手段の現在位置と目的地との

「空間的位置の距離的な隔離」である。このよ

うであれば，これらのものの現在位置と運送

先・目的地との「二つの空間的位置の距離的な

隔離を克服しようとする」ことは有意味である

から，これらのいずれを交通ととらえるべきか

という問題は別として，一応意味の通ったこと

を述べていることにはなる。しかしこの解釈に

も難点がある。以上の二つのどちらの場合にも，

「この距離的な隔離をゼロにするためには，人

間は空間に働きかけるほかない」ということに

はならない。「距離的な隔離」が問題となってい

る対象は運送対象や運送手段であり，それらの

現在位置と目的地との「距離的隔離」が問題な

のだから，それを「ゼロにするためには」，「人

第 53巻第 4• 5号

間は空間に働きかける」のではなく運送対象や

運送手段に「働きかけるほかない」。したがって

この場合には，「働きかける対象つまり『労働対

象』は『空間』」ではなく，運送対象か運送手段

かのどちらかであるほかなくなってしまう。し

たがって以上二つのいずれも，村尾氏のいう「ニ

つの空間的位置の距離的な隔離」とはいえない。

以上のように，村尾氏の述べているところで

は，労働対象が「空間」であるという結論を導

くべき，「二つの空間的位置の距離的な隔離を克

服しようとする」という同氏の交通のとらえ方

には，その「二つの空間的位置の距離的な隔離」

が何を意味するのかわからないという点で，決

定的に不明な点がある。その故に同氏が何を

もって交通ととらえているのかもまた全く不明

であるといわねばならない。したがってかかる

交通のとらえ方を前提して，そこから引き出さ

れている「働きかける対象つまり『労働対象』

は『空間』」であるという労働対象についての主

張も，根拠あるものとは認められない。

このようだとすれば，凡その見当として，当

の「空間」の指示するものが意味ある関連とし

て存在するのかということも怪しまれるが，同

氏が「空間」について直接述べていることをみ

てみると，それが単なる憶測ではないことが判

明する。同氏は「『労働対象』は『空間』である」

と上掲のように述べたそのすぐ後で，「この場

合，これを『空間』と呼んでも『空間的位置』

と呼んでも実質的に同じことだと考える。人間

が『空間』に働きかけるといっても，できるこ

とは旅客や貨物の『空間的位置』を変化させる

ことだけである。だから『空間』を労働対象と

することは， とりも直さず『空間的位置』を労

働対象とすることを意味する」6) と述べている。

6) 同上， 13ページ。
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ここで同氏は「これ〔労働対象〕 を『空間』 と とりも直さず『空間的位置』を労働対象とするこ

呼んでも『空間的位置』

じことだと考える」

と呼んでも実質的に同

といって「空間」 と「空間

的位置」とを「同じことだ」といっている。 し

かし「空間的位置」とは特定空間において何等

かのものが占める一定の位置であり，

間とは同一のものではありえないから，

うにいうことは明らかに誤っているし，そのよ

また「空間的位置」うなものは存在しえない。

それは空

このよ

は何等かのものの「空間的位置」でなければな

とを意味する」 という。 このような結論が前提

から一体全体どのようにして導き出されるのか，

全く疑問といわねばならない。

以上のように，労働対象であると主張されて

いる「空間」が一体何であるのか， それはさっ

ぱりわからない。けれどももう少し同氏の論文

の他の箇所で「空間」について述べられている

ことを参考に「空間」に該当しそうなものを探

してみよう。

らないが， それの説明は何もない。そして「空

間的位置」については，先に見たように，「二つ

の空間的位置の距離的な隔離云々」という形で

出てきていたのだが，そこでも一体何と何の「空

間的位置の距離的な隔離」であるのかは少しも

説明されていなかったのである。

間」

これでは「空

とを同一視することの誤

りもさることながら，労働対象としての「空間」

と「空間的位置」

の指示するものは全く不明であるといわねばな

らない。

また村尾氏は，同じところで「空間」と「空

間的位置」とは同一だということの理由を説明

して，「人間が『空間』に働きかけるといって

も，できることは旅客や貨物の『空間的位置』

を変化させることだけである。だから『空間』

を労働対象とすることは， とりも直さず『空間

的位置』を労働対象とすることを意味する」と............. 
もいう。しかし「できることは旅客や貨物の『空................. 
間的位置』を変化させることだけである」という

なら，旅客や貨物の空間的位置を変化させるこ

とは，旅客や貨物に働きかけ， それを移動させ

ることによって行われるのだから，

き出される結論は，労働対象は旅客や貨物であ

るということでなければならない。

そこから引

ところが村

先ず一つには，

送手段の空間的位置が考えられる。例えば村尾

氏は，交通業の生産物である交通用役について

「運輸業においては旅客や貨物がなくても労働

が行われ……もしも消費者が存在するなら消費.......... 
されたであろう空間的移動という用役（サービ．．．．．．．．．．．． 
ス）が……交通手段……に成立している」7), 「空

車運行の場合は，消費者が欲していたかもしれ．．．．．．．．．．．．．． 
ない……『空間的位置変化』という用役が，交.............. 
通手段においては実現している」8) と述べてい

るが，

それに該当するものとして運

ここでいわれている，「空間的移動」とか

「空間的位置変化」とかいう交通用役が，「交通

手段……に成立している」あるいは「交通手段

においては実現している」 という条に注目する

と，「空間」＝「空間的位置」の変化は運輸手段

に起こり，それが交通業の生産物たる交通用役

とされている。 これから判断すると村尾氏の労

働対象である「空間」の意味するものは，運輸

手段が出発地と到着地との間の空間に占める，

その位置，空間的位置と解され，それの変化が

「空間」の変化と考えられているようにも思え

る。かかる意味でなら「空間」もまたその変化

も存在することは十分認めていいことである。

尾氏は「だから『空間』を労働対象とすることは，
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しかしこのように解した場合，この「空間」は..... 
運送手段の空間的位置であるのだから，これを

変化させることは運送手段を移動させることに

なる。だがそうであればこの運送手段が働きか

ける対象であり，労働対象となってしまう。と

ころが村尾氏は運送手段が労働対象であること

を明確に否定し叫それとは異なる対象として

の「空間」を労働対象と規定しているのだから，

以上のような解釈には難点があるといえよう。

そこでいささか空想をたくましくすることに

なるが，村尾氏の述べていることに該当しそう

なものをもう一つ挙げてみると，次のようなこ

とが考えられる。すなわち労働対象たる「空間」

は運送手段上の運送対象を積載する場所，積載

空間（例えば旅客列車の客室，座席， トラック

の荷台，タンカーの船倉等）である。そしてこ

れらの位置変化が「空間」の変化であると。こ

の変化はまさに運送手段の上に起こることだか

ら，それは同氏が先に「『空間的位置変化』とい

う用役が，交通手段においては実現している」

と述べていることとも整合するものである。そ

してこのように解すると，この「空間」は運送

手段そのものではなくなるし，その変化，空間

的位置の変化を行なうことは，運送手段の移動

によってなされるとはいえ，目的はこの「空間」

の移動にあるのだから，それはあくまでも手段

であって，労働対象はこの「空間」であるとい

うことになり，村尾氏の考えにも即したものと

なろう。加えて運輸手段の移動によってこの

「空間」の位置は変化するが，それは運送対象の

あるなしにかかわらず行われる。そしてこの変

化を労働対象の変化とし，したがって生産とい

うならば，空車運行の場合もこの変化は生じ，

9) 同上， 14ページ。

第 53巻第 4• 5号

空車運行も生産であるということができるから，

この点でも村尾氏の考えと一致しよう。またこ

の「空間」を人や貨物が利用するならば，つま

りそこに一定時間存在するならば，これらはこ

の「空間」の移動とともに移動する。この利用

をこの空間の消費というならば，その消費に

よって運送対象の移動は実現する。これは交通

用役の消費によって運送対象の移動が実現する

とする同氏の考えとも一致するものである。た．．．． 
だしわれわれのいう「空間」は一定の位置をも．． 
つ「空間」であって，「空間」イコール「空間的

位置」ではない。ところが村尾氏の「空間」は

イコール「空間的位置」といわれているから，

この解釈にも難点がある。

以上，長々と推測も交えて村尾氏の「空間」

について論じてきた。明らかになったことは，

村尾氏は交通業では「空間」が労働対象である

と主張するけれども，そこでいわれている当の

「空間」なるものが一体何であるのかは全く不

明であり，それに該当しそうなものも見当たら

ないということである。しかしそれが一体何で

あるかもわからなければ，それが交通業の労働

対象であるといえないことはいうまでもない。

かくて交通業の労働対象を「空間」ととらえる

村尾氏のとらえ方は誤りといわねばならない。

そうであれば，この「空間」の変化したものが

交通業の生産物である，あるいはまた空車運行

も生産である等の，それをもとに引き出されて

いるいくつかの主張も，到底根拠あるものとは

いえない。

ただ，その一方で確実にいえることは，同氏

の労働対象＝「空間」論は，運送対象を労働対

象としたがために生じた（と村尾氏が考える）

富永説の矛盾を避けるための，そしてつまると

ころは空車運行をも生産と規定することを可能
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にする，したがって運送対象が存在しない運送

手段の単なる移動をも運輸と規定する運輸のと

らえ方のための，理論的道具立にすぎないとい

うことである。つまり運送対象をともかく労働

対象から除外することを可能にするものである

ならそれは何でもいいということである。だか

ら村尾氏の「空間」の意味するものを問うこと

はその意味では徒労であって，村尾氏の説の当

否は，率直に運送対象の存在しない単なる運送

手段の移動をもって運輸と規定することは妥当

か否かと問うことで判定すべきことであるとも

いえる。

3. 運送対象の存在しない「運輸」？

村尾氏は，空車運行をも運輸とみなす運輸の

とらえ方をする。それは運送対象の存在しない

運輸，すなわち旅客や貨物を運送しない運輸と

いうものを考え，旅客や貨物を運送しない単な

る運送手段の移動をも運輸とみなすものである。

こうした運輸のとらえ方が，非専門家的見地

からすれば非常に奇異なものであることは論を

待たない。例えば『広辞苑』では運送ないしは

運輸は，「旅客及び貨物を一定の場所から他の場

所に送り移すこと」（第 3版，運送の項）「旅客

及び貨物を主として鉄道・自動車・汽船・航空

機によって運び送ること」（同，運輸の項）とあ

る。つまり旅客や貨物すなわち運送対象を「一

定の場所から他の場所に送り移すこと」「運び送

ること」を運送，運輸と呼ぶのである。だから

運送対象を運送しない，すなわち「送り移すこ

と」も「運び送ること」もしない運輸とは定義

違反であり，運輸ではない！）。したがって村尾氏

l) 村尾氏は，自説をとれば空車運行も生産と規定さ

れることになるということに関連して，そうすれば

の運輸のとらえ方は運輸ではないものを運輸と

呼ぶ論理矛盾を冒すことを意味する。

もっとも村尾氏はこういうかもしれない。す

なわち運送対象なしでも労働は行われ，運輸手

段の移動は行われうる。運輸手段の移動という

点では運送対象を運ぶ場合も空車運行の場合も

同一の内容をもっている。そうであれば両者を

区別すべき理由はないと。しかしこれは運送手

段の移動という物理的同一性を経済活動として

の同一性と取り違えるものである。経済的にみ

れば，運送対象を移動する場合の運送手段の移

動はそれ自体が目的であるのではなく，あくま

でも前者のための手段である。したがって運送

対象を移動させる活動を運輸と呼ぶなら，かか

る目的実現の手段としての意義をもたない単な

る運送手段の移動，空車運行は，たとえ物理的

「定期運行電車に最後の一人の乗客が乗っている

間は『生産過程』だが，その乗客が下車した瞬間か

ら『非生産過程』になる．という人間の直観とかけ

離れた論理（富永説〕は不要となる」（村尾論文， 23

ページ）と述べている。ここに含まれている論理を

引き出してくるなら，それは，量的にはほんの僅か

の違いしかないのだから，空車運行と運輸とを本質

的に異なるものとする理由はない．つまり 量的な違

いの大小でことの本質の違いを決定するというこ

とである。けれども仮にこうした論理を認めるなら

ば，以上とはまった＜逆の主張も認めなければなら

ない。量の違いという観点からすれば，満員電車と

空車運行とでは天と地ほどの違いがある。そうすれ

ばこの場合には前者と後者とは本質的に異なる，空

車運行は運輸ではないと。かくて村尾氏の論理では

空車運行は運輸でもあり，運輸でもないということ

になる。

こうした混乱は，量に囚われて質の違いを見ない

ところから生じている。たった一人の乗客でもそれ

を運ぶかぎり，その故をもってそれは旅客の運輸

（生産）である。乗客を運ばなくなれば，その故を

もってそれは旅客の運輸（生産）でなくなる。これ

は旅客や貨物を運ぶことという運輸の定義からの

論理必然的帰結である。論理としてはたった一人と

いう僅かの量の違いでも，あるかないかでは質的な

違いをもたらす。その意味では論理は冷厳である。

これに従わなくては論理的思考も推論も不可能と

なる。同氏も自戒しているように，「理論は直観に優

越しなければならない」（同上）。
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には同一ではあっても経済的には同一であると

はいえない，すなわち運輸であるとはいえない。

それに，村尾氏が空車運行という場合，それ

がどんなケースを指しているのか必ずしも明確

でないが，運送対象を運送する場合と区別して，

それも，すなわち単なる運送手段の移動も運輸

であるというからには，それは独自の経済的意

義をもつ独立の活動として存在するものでなけ

ればならない。しかしそうした運送手段の移動

は果たして存在するであろうか？ 例えば輸送

すべき旅客も貨物も存在しないのにバスや列車

を走らせることにどんな意義があるというの

か？ それは無駄であり，運送すべき対象が存

在しない時はそれは行われない。つまり村尾氏

のいう空車運行，単なる運送手段の移動は経済

的には無意味であり，独立の活動としては存在

しえない。しかし存在しないものは，それを運

輸ととらえるわけには行かないのである。

勿論われわれも，現実の運輸活動において運

送対象なしの運送手段の移動が存在することは

認めるし，またそれらのすべてが経済的に無意

味だと主張するものでもない。

例えば定期運行の乗合バスや列車等において

は，時として空車での運行を余儀無くされるこ

とがある。しかしこれはあくまでも余儀無くさ

せられたことであり，その意義を認め最初から

それを企図して行う独立の活動ではない。それ

を通常の運輸と同一視することは根拠のないこ

とである。

またタクシーの流し，タンカーの往路におけ

る空船，新造船の注文主への引き渡しのための

航海等では，始めから空車・空船での運行が企

図されており，これらにおける運送手段の移動

はそれなりの意味をもっている。しかしこれら

の場合でも，運送手段の移動それ自体が独自の

第 53巻第 4• 5号

意義をもつ独立した活動であるわけではない。

最初の場合は，流さないでは客は拾えないし，

その輸送もできないから，それは独立した活動

ではなく運輸を構成する一過程ないしは準備過

程である。勿論流していても客を拾えないで終

わるということもあろう。しかしそれは結果的

には無駄な活動であって，最初からそれを目的

に独立して行われる独自の意義をもつ活動では

ない。それが予めわかっておれば行われること

のなかった活動である。そして第二の場合は，

貨物の積み出し地へ行かなくては運送は行えな

いのだから，運送対象なしの往路の航海も，こ

れを独立の活動とみなすことは適切でなく，復

路の運送のための準備過程とみなすべきである

（ラッシュアワーに備えて事前の調整のための

空車での回送等のような，利用斌に応じた輸送

のための調整として行われる回送も，これと同

様の意義をもとう。またトラック運送において

荷主のところまで貨物を積みに赴く際の空運送

も同様である）。ただ最後の場合は独立の活動と

して行われるし，それ自体に独自の意義がある。

しかしそれは，船舶の移送それ自体が目的なの

だから船舶自身が運送対象であって，運送対象

のない単なる運送手段の移動を意味するわけで

はない。

さて，以上の結論は問題をいわば正面から検

討した結果であるが， もう一つ，いわば据め手

のからの議論で，村尾氏の空車運行をも運輸と

とらえる運輸論の難点を示しておこう。それは

村尾氏の運輸論では運送費＝生産費の概念に矛

盾が生ずるということである。

同氏の主張に従えば空車運行の場合も生産物

が生産されている。したがってその時の「運送

費」が一定の運送手段による生産の最大の生産

量の生産費となろう。ところが殆ど全ての場合，

-292-



交通業の生産物・再論

乗客や積荷がある場合には運送費は空車運行の

場合より増加する。今仮に最大積載可能量ある

いは乗車可能鼠まで積載し，乗車させたとしよ

う。この場合は空車の場合より運送費は増大す

る。そうするとこの場合の運送費は一体何なの

か？ 運送費が交通業の生産費だとすればこれ

が最大生産可能批の生産費とならざるをえない。

しかし村尾氏の主張に従えばそうはならない。

これは明らかに矛盾である。これは同氏の空車

運行の場合も運輸＝生産が行われるというとら

え方を放棄すれば，すなわち運送対象の移動を

もって運輸＝生産ととらえれば容易に解決され

る矛盾である。これは空車運行をも運輸＝生産

であると規定することを可能にする村尾氏の運

輸のとらえ方，したがってそれを構成する運送

対象や運輸労働の生産物のとらえ方の誤りを示

唆している。

4. 村尾説の含意

われわれは村尾氏の新説を検討し，それが極

めて疑問であることを明らかにした。同氏が主

張する交通業における労働対象たる「空間」の

指示するものは不明であり，したがってその生

産物とされる変化した「空間」の指示するもの

も不明である。またそうであるかぎり，こうし

た不明の対象を労働対象とし生産物として生産

するという同氏の運輸論の実体も一切不明とい

わねばならない。そしてこうした実体不明の運

輸論のもとで実質的に村尾氏が主張しているこ

とは，運送対象を運送しない単なる運輸手段の

移動を運輸と規定することである。ところがこ

れは運輸の概念に反し，運送費＝生産費の概念

に対立をもたらす。この二つの矛盾のいずれを

も避ける途は，単なる運輸手段の移動を運輸と

規定することを放棄することである。つまり運

送対象を運輸労働の労働対象と規定し，その移

動を運輸と規定することである。それは実体不

明の「空間」を労働対象としそれを「変化させ

る」活動を運輸と規定することを放棄すること

でもある。運送手段を用いた運送労働による労

働対象＝運送対象の移動が運輸である，こうと

らえてはじめて矛盾は避けられる。つまり富永

説の運輸のとらえ方が現実整合性の面でも，論

理的整合性の面でも妥当性をもつ。これに従わ

ないかぎり荒唐無稽な空論に転落することを村

尾説は示している。

とはいえ村尾氏の新説の出発点の一つとも

なった，富永説の矛盾はあいかわらずそのまま

である。交通業を生産部門と規定するならばそ

の販売商品である交通用役はその生産物である

はずである。しかるに富永説ではそれは交通労

働ないし交通労働過程そのものであると規定さ

れている。村尾氏はこれを「労働過程＝生産物

説」とし，それは労働過程を生産物とする「自

己矛盾的論理」を冒すものであると批判する。

この批判の前提にあるものは『資本論』の労働

過程論であり，それに従うならば労働対象が生

産物に転化するはずであるのに富永説ではそう

ならず，上述の矛盾を冒す結果となっていると

いうのである。

こうした村尾氏の富永説への批判は，われわ

れもある面ではその正当性を認めるものである。

しかしそこから導き出される結論は，村尾氏が

そうしているように運送対象を労働対象と規定

することが誤りである（かもしれない）という

ことだけではない。論理的一貫性の観点からは，

運送対象を労働対象と規定した以上，それが生

産物に転化するととらえるべきではないか，と

いうのも導き出されうる結論の一つである。
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そしてこうしたとらえ方は，運輸における物

的労働生産性の規定からいっても正当化される

側面をもっている。通常それは労働者一人当た

りの輸送人・キロ（旅客輸送），あるいはトン・

キロ（貨物輸送）で示されているが，いずれも

運輸活動で実現された結果，移動された運送対

象＝労働対象である旅客や貨物を生産物ととら

えなければ，こうした規定はできないからであ

る。そして，実は村尾氏自身もこれを肯定的に

とらえ，こうした労働生産性の規定と，富永説

とは整合しない面があること一「『労働過程＝

生産物説」においては……交通の物的生産性も，

『労働者人当たりの労働過程の量』という奇妙

な単位によって測られなければならない」1) こ

とになる一~く指摘しているのである。

しかし村尾氏はこうした方向はとらずに運送

対象を労働対象から排除することを選んだ。そ

れは何故か？ 実はそこには，交通業では移動

された旅客や貨物はこの産業の販売商品ではな

いという事実があるからである。つまり交通業

を生産部門であると前提してその販売商品を規

定しようとするならばそれは生産物でなければ

ならない。販売商品＝生産物が前提である。そ

して労働対象が生産物に転化すると考え，運送

対象である旅客や貨物をもって労働対象と規定

するならば，それらが生産物へ転化することに

なるが，販売商品＝生産物という前提のもとで

は，そのことの論理的帰結は運送対象が交通業

の販売商品となるということである。しかるに

現実には運送対象は交通業の販売商品ではない。

そうであれば運送対象をもって生産物に転化す

べき労働対象とすることはできない。これが村

尾氏の考え方であると推察される。そして恐ら

1) 前掲，村尾論文， 28ページ。

第 53巻第4• 5号

く，運送対象以外のものを労働対象とすること

は現実の運輸との整合性の面で問題があり，そ

れをとることはできないが，さりとて運送対象

が交通業の販売商品ではないという事実を考え

ると，村尾説について述べた上述の関連からそ

れが生産物に転化するとも認められない，そこ

で交通業においては生産物の生産は行われず，

その販売商品は運送対象を移動する交通労働な

いしは交通労働過程となるというのが富永氏の

考え方であると推察される（以上については第

6節で詳論する）。

確かに運送対象は交通業においてはその販売

商品ではない。これを交通労働の労働対象と規

定するならば，それが生産物＝販売商品となる

という矛盾した結論は避けられない。しかしこ

の矛盾した結論を避けるために運送対象を交通

労働の労働対象ではないと規定するならば，そ

れは村尾氏の新説が示しているように荒唐無稽

な空論に堕してしまう。他方これを退けて運送

対象を労働対象と規定したとしても，運送対象

が販売商品ではないという事実から労働対象の

生産物への転化を否定して，交通労働ないしは

交通労働過程をもって販売商品とするならば，

富永説が示しているように別の矛盾（村尾氏の

いう「労働過程＝生産物説」，あるいはわれわれ

が指摘したように交通業を生産物を生産しない

生産部門とする予盾）を冒すことが避けられな

い。われわれは運送対象を労働対象とはとらえ

ない村尾説は誤りであり，この点では富永説が

妥当であって，それを議論の出発点に据えなけ

ればならないと考える。しかし富永説もまた矛

盾を抱えたままであり，その矛盾は労働対象＝

運送対象の生産物への転化を否定することから

生じている。ところが論理を一貫させて運送対

象が生産物に転化するととらえるならば，それ
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が交通業の販売商品となることを認めなければ

ならない。しかしかかる論理的帰結は今度は運

送対象は交通業の販売商品ではないという事実

と対立することになるのである。

このように交通業における販売商品たる生産

物は何かという問題には，労働対象たる運送対

象が交通業の販売商品とはなっていない事実を

どう取り扱うかということが難関として立ちは

だかっている。この事実とどう矛盾なく理論を

構成して交通業の販売商品である生産物を規定

するかということが，この問題の解明の一つの

鍵であるともいえる。その点を考えると村尾氏

の新説は，むしろこの難問と取り組み問題を解

決しようとするよりはそこから逃避するものと

評価せざるをえない。それは運送対象を労働対

象から外すという非現実的な想定を行って，単

にこの難問に直面するのを避けたにすぎないか

らである。

5. 富水氏の交通用役＝交通労働論と問題の

錯綜性

(1) 

富永説は安部・富永説とも称される前史を

もっている。それは，「それを消費することに

よって運輸対象の場所移動が実現する」という

「利用効果〔有用効果〕」をもって交通業の生産

物と規定し，その販売商品とするものである凡

そしてこの「利用効果」の「生産過程は労働手

段と労働力の二者だけで遂行されうる」2) とさ

れ，労働対象が存在しなくても生産は行われる

ものとされた。その結果空車，空船運行の場合

l) 富永「交通資本の蓄積」， r-橋論叢』第27巻第 4

号， 1952年， 45ページ。

2) 同「交通労働の生産性」『経済学雑誌』第19巻第 1

号， 1948年， 6ページ。

でも生産は行われ，それは生産された生産物の

販売と消費とが行われないことを意味するとみ

なされた3)。

しかし，伊勢田穆氏によれば富永氏はこの説

に満足していなかったという。この説は労働対

象の存在しない労働過程を想定するものであっ

て，マルクスの『資本論』の労働過程論との不

整合が避けられなかった。またこの説では，生..... 
産物である「利用効果」が交通業の販売商品で

あると明確に規定されている。しかしこの説の

もととなった『資本論』第 2巻の有用効果論で

は，交通業においては生産物がではなく生産過

程そのものが支払われると書かれていて4)，そ

の販売商品は生産過程であって生産物ではない

と考えられていると解釈され，この点でもマル

クス理論との不整合が避けられなかった5)。そ

してこれらのマルクス理論との不整合を克服す

るものとして新たに展開されたのが，すでに本

稿第 1節でその概略を紹介したような内容をも

つ富永説なのである。同氏は，交通労働の労働

対象は運送対象である旅客や貨物であるとし，

3) 富永氏自身は運送対象を労働対象であると述べ

ている場合もある。例えば本文で引用した後の方の

論文において，「交通生産の特質は，生産物たる交通

用役が利用効果であること，そしてこの利用効果は

労働対象の場所移動を実現せしめる作用をもつこ

と，この二点に存する」 (6ページ）といっている。

ここでいう「労働対象」は運送対象を指している

（同， 9ページ）から，このかぎりでは富永氏は運

送対象が労働対象だといっているわけである。しか

し，実質的には本文における引用箇所で述べている

ようにそれは否定されている。そのことは同所に続

けて，「ただかような労働対象を欠く労働過程を生

産と呼んでいいかどうかは問題である」（同， 8ペー

ジ）と述べているところからも明らかである。

4) マルクス『資本論』岡崎次郎訳，国民文庫版

(4), 99ページ参照。

5) 以上，前掲「交通学説史の研究（そのII)』,63ペー

ジ参照。

尚，富永氏の旧説には運輸の実際との不整合の問

題もある。この点については，拙稿「交通業の生産

物について」， 160~1ページ参照。
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交通業の販売商品である交通用役を交通労働な

いしは交通労働過程と規定している。富永氏は

以上によって労働対象の存在しない労働過程と

いう『資本論』の労働過程論との不整合が避け

られ，また生産過程そのものが支払われるとす

る有用効果論との整合性が図られると考えたの

であろう。

(2) 

しかし，交通業における労働対象は何か，ま

たその販売商品は何かという問題は，単にマル

クス理論との整合性という見地からだけ考えら

るべき事柄ではない。労働対象を運送対象と規

定することは問題ないとしても，交通業の販売

商品を交通労働と規定する点に関しては当然そ

の理論的説明が要請される。そして富永説も単

なる訓詰学に終始しているわけでは全然なく，

本稿第 1節でも一部見た通りそれを説明してい

るのである。

富永氏はいう。物質的財貨の生産では「労働

対象の形体変化」 6)が生じ，「労働対象はその元

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」7)。これが生産物であり，販売

商品となる。例えば「棉花の形体変化，それが

糸や布に紡織されるのは紡織労働の作用であっ

て，そこから生産物たる綿糸布が出てくるので

ある。そしてわたしたちは紡織労働ではなくそ

の生産物たる綿糸布を買う」8) と。これに対して

「交通の場合，労働対象は労働過程のうちにそ

の位置を変化する。しかし……位置変化を完了

した労働対象……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

6) 富永「交通用役について」， 3ページ。

7) 同上。

8) 同上， 5ページ。

第 53巻第 4• 5号

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

あるが運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，あるいは交通労働過

程に対してなのである」9) と。

以上では，先ず物質的財貨の生産においては

労働対象が生産物となり，生産物を生産する労

働がではなく，その生産物が商品になることと

対比して，交通業ではそれと同じにはなりえず

「位置変化を完了した労働対象は……生産物と

はいえない」と，労働対象（運送対象）は生産

物にはならないとする。労働対象が生産物化す

るのが生産物の生産と考えられているのだから，

これは交通業では生産物の生産は行われないと

いうことを意味しよう。そして次には，「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わけではない」と，運送対

象は交通業の販売商品ではないという事実を述

べる。これの意味するものと役割が何かという

ことは判然としないが，文脈から判断して，そ

の前の条の証拠としていわれていると解されよ

う。つまりここでは物質的財貨生産部門では労

働対象が生産物化しそれが販売商品であること

との対比で議論が行われているのであるから，

労働対象である運送対象が販売商品とはなって

いないということは，それが生産物とはなって

いないということを意味すると考えられている

と解される。次いでこれを受けて，「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」であると，交通業の販売商品は交通労

9) 同上。
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働であると結論されている。この最後の条は，

その前の運送対象は販売商品ではないというこ

とから直接導かれているようにも理解できるが，

その意味は， ここでは運送対象が販売商品では

ないということが同時に運送対象が生産物では

ないことを意味すると考えられていると解され

るから，それは要するに交通業では生産物の生

産は行われない，そして販売される可能性のあ

るものとして交通労働が残るから，これが交通

業の販売商品となるということであろう 10)。

以上の富永説は，一言でいえば，交通業の労

働対象である運送対象が生産物には転化しない

という理由をもって交通業においては生産物は

生産されないとし，それで交通労働それ自身が

その販売商品となると主張するものである。か

かる富永説における要としての意義をもつ交通

業における生産物生産の否定，すなわち運送対

象の生産物への転化の否定の論拠は，富永氏自

身は明確に区別して述べてはいないが，われわ

れの見るところ二つの点が挙げられているよう

に思われる。一つは，位置変化した運送対象は

物質的財貨の生産の場合のように「別個の物財

に転生する」ことはないということである。こ

の点は富永氏の論述でも明白である。そしても

10) いま仮に，販売の可能性のあるものとして運送対

象と交通労働との二つのものがあるという前提の

もとで，いずれが販売されるかと問題を立てたとし

よう。そうすると前者が販売されていないという事

実があれば，販売されるのは後者だという結論が導

かれる。富永氏もこうした想定をして，運送対象が

販売商品ではないという事実から直接交通労働が

交通業の販売商品であるという結論を導き出して

いるようにも読める。しかしそうだとすると，この

結論を導くためには，運送対象は「形体変化」して

「別個の物財に転生する」ことはないから生産物に

はならないという説明の方は不要になる。富永氏が

後者の関連を意味あるものとして議論を展開して

いることは明白であるから，上述のような解釈は可

能性としては捨てきれないが，本文で述べたように

解釈するのが妥当であるように思われる。

う一つは，同氏の論述ではいまひとつ明確でな

いが，運送対象が交通業の販売商品とはなって

いないという事実である。上でも見た通り，こ

の事実は直接には運送対象が生産物には転化し

ないことの証拠として挙げられていると解され

るが，すでに述べた通りそれは，労働対象が生

産物化しそれが販売商品である物質的財貨の生

産部門との対比で考えれば，交通業では物質的

財貨の生産部門ならば生産物となり商品となる

はずの対象，すなわち労働対象たる運送対象が

商品とはなっていないということだから，それ

は運送対象が生産物には転化しないことを意味

すると解することができるものである。この意

味で運送対象が販売商品とはなっていないとい

う事実は運送対象の生産物への転化の否定の論

拠とされていると解釈されるのである。

(3) 

富永氏の運送対象の生産物への転化の二つの

論拠は，同氏の論述では明確に区別されて述べ

られてはいない。だから同氏がこれらを同一の

ものと考えていることは想像するに難くないが，

実はこれら二つの論拠にもとづく否定論はその

性格を異にし，運送対象の生産物への転化を否

定するためにこれらが二つとも必要なわけでは

ない。

前者は，それは運輸がどんな社会形態のもと

で行われるかにかかわらず主張できることで

あって，いわば『資本論』の労働過程論のレベ

ルでの議論であり，超歴史的・一般的規定であ

る。これは物質的財貨の生産において「形体変

化」した労働対象が「別個の物財に転生する」

ことによって生産物に転化することが，商品経

済や資本主義経済等の生産が行われる特定の社

会形態にはかかわりのない超歴史的・一般的規
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定であるのと同じである。ところが後者はそう

ではない。それは運輸が資本主義的交通企業と

いう特定の社会形態のもとで行われることを前

提に議論されている。しかし前者の運送対象の

生産物への転化の否定論は超歴史的，一般的規

定であるのだから，それは運輸が実際に行われ

る特定の社会的形態においても貫徹するはずの

ものであり，前者がいえれば，それ以上の否定

論は必要ない。この否定は同時に交通業におけ

る生産物生産の否定をも意味しうるのである。

勿論商品生産を前提して考えるならば，そこ

では生産物にならないということは商品になら

ないということでもあるから，運送対象が販売

商品でないという事実は同時に運送対象が生産

物とはならないということをも意味しうる。富

永氏がこう考えていることは，繰り返しになる

が，運送対象が販売商品ではないという事実を

もって運送対象の生産物への転化の否定の証拠

としていることからも明らかである。だから，

前者から運送対象の生産物への転化の否定を導

くことは，後者から導くことと同じことであり，

少しも矛盾しないと富永氏は考えたのであろう。

しかしすでに述べたように，前者から同じ結論

を導けば，わざわざ後者から導く必要はない。

そこをあえてしていることは，富永氏が後者の

関連を交通業の販売商品を規定するにあたって

基本的に璽要な要因と考えているということを

意味しよう。その点は同じ結論を主張している

別稿の次の説明を見ればよくわかる。

「物財の生産において（は）…その過程の終

了とともに労働対象を基体とする新しい財貨を

結実する。……そしてそれが商品生産としてお

こなわれる場合に，われわれが買うのはその労

働ではなくして，労働の結果としての新しい財

貨である。交通においては，労働対象は労働過

第 53巻第4• 5号

程のうちにその位置を変える。しかしその過程

の終わったときに位置変化を完了した労働対象

（人間や物や通信内容）をわれわれは買うわけ

ではない。交通が営業として行なわれる場合に，

われわれが対価を支払うのは，その移動を実現

する……交通労働過程そのものに対してであ

る。」11)

以上では，物質的財貨の生産では「労働対象

を基体とする新しい財貨」すなわち生産物が生

産されて，労働ではなくこの生産物たる「新し

い財貨」が商品となるのに対して，交通業では

「われわれが対価を支払うのは……交通労働過

程そのものに対して」であるということ，すな

わち交通業の販売商品が「交通労働過程」であ

るという結論が，「位置変化を完了した労働対象

（人間や物や通信内容）をわれわれは買うわけ

ではない」，すなわち運送対象は交通業の販売商

品ではないという事実から直接に導かれていて，

先の引用にはあった運送対象が生産物には転化

しないことを説明した条が見当たらない。しか

しここでも，物質的財貨の生産では「われわれ

が買うのは……労働の結果としての新しい財貨

である」ということ，すなわち生産物が即商品

であることの対比で，「位置変化を完了した労働

対象……をわれわれは買うわけではない」，つま

り運送対象は商品としては販売されていないと

いわれているのだから，このことは運送対象が

商品として販売されていないことをもってその

生産物への転化を否定し，生産物の生産を否定

しているものと解される。したがってここでは，

交通業の販売商品が交通労働であるという結論

を導くに当たり，運送対象が販売商品とはなっ

ていないということにもとづいてその生産物へ

11) 大阪市立大学経済研究所編『経済学辞典』第二

版，岩波書店，交通の項。
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の転化と生産物生産とを否定するという論理が

専らとられているといえる。

辞典の記述には字数の制限があり，簡便さが

要求されるから，先の引用にあった運送対象の

生産物への転化の否定の条はやむをえず省略し

たと解することも可能であろう。しかしその場

合でも，著者が二つの関連を明確に異なるもの

と理解してそれぞれに独自の意義を見出してい

るとしたら，その一方だけを書くということは

考えられないし，また本質的に重要と考える方

を省略するということもありえないから，同氏

はこの二つを同一の関連であると考えたか，ぁ

るいは運送対象が販売商品とはなっていないと

いう関連が本質的に重要と考えたかのいずれか

であろう。しかしいずれにしても運送対象の販

売商品化の否定をもってその生産物への転化の

否定と，したがって交通業における生産物生産

の否定を意味すると考えていることは確かで

あって，富永氏が運送対象が販売商品にはなっ

ていないという事実を運送対象の生産物への転

化と生産物生産との否定の理由として重視し，

交通労働を販売商品と規定するに当たっての重

要な要因とみなしていることは明白である。

(4) 

富永氏は『資本論』の労働過程論に従って労

働対象なき交通労働過程論を否定し，運送対象

をもって交通労働の労働対象と規定した。これ

は正当であった。しかし同じ『資本論』の労働

過程論に従うならば，労働対象が生産物に転化

することもまたその帰結であるはずである。そ

れを富永氏は，交通業における労働対象である

運送対象は位置変化しても，物質的財貨の生産

の場合のように「形体変化」して「別個の物財

に転生」しないことと，それが交通業の販売商

品にはなっていないことの二つの理由によって

退け，交通労働そのものを交通業の販売商品と

規定した。しかし以上の富永氏の議論には，仮

にそれを承認したとしてもなお矛盾が付きまと

うことは，すでに何度も指摘した通りである。

つまり同氏は交通業を生産部門ととらえている

のに，その部門の販売商品を労働であるとして

生産物の生産とその販売とを否定する。それは

交通業が生産物を生産しない部門であること，

したがって生産部門ではないことを認めること

を意味せざるをえない。交通業を生産部門と規

定する立場からすればこれは明らかに矛盾であ

る12)

゜
このような矛盾は富永説のどこかに問題があ

ることを示唆している。しかしこの矛盾は単に

それだけでなく，交通業の販売商品である生産

物を何ととらえるかという問題の錯綜性をも示

している。交通業を生産部門ととらえるかぎり，

その販売商品は生産物でなければならない。そ

して『資本論』の労働過程論に即してその生産

物を規定するなら，それは労働対象の転化物で

なければならず， したがって位置変化した運送

対象をその生産物と規定しなければならない。

しかしすでに見たようにこれには富永氏が提出

しているような有力な反論が存在する。しかも

12) 富永説の矛盾はこれだけではない。富永氏は「交

通用役の価値は…そ の交通労働過程において機能

する労働手段（交通手段）の…価値と，その過程の

うちに創りだされた価値とによって形成せ られる」

（富永論文， 9ページ）と述べ，それは通常の商品と

同じように規定されるとしている。しかしマルクス

の価値は生産物商品の価値であり，それがためにそ

の生産に要し，それに対象化した労働と規定され

る。ところが富永氏の交通用役は労働それ自体であ

る。しかし労働は生産物ではないし，労働によ って

生産されるものでもない。したがって労働の生産に

要する労働も，労働に対象化した労働も規定できな

い。つまり交通用役＝交通労働であるかぎりその価

値は規定できない。
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．． 
難問はこれだけではない。いま仮にこの位置変

化した運送対象が生産物に転化すると認めたと

しても，それを交通業の販売商品たる生産物と

規定することはできない。運送対象は交通業の

販売商品ではないからである。つまり『資本論』

の労働過程論との論理整合性を保って交通業の

生産物を規定したとしても，運送対象が交通業

の販売商品ではないという事実は，それが交通

業の販売商品たる生産物となることを許さない。

したがってそれは，交通業を生産物を生産し販

売する部門，すなわち生産部門と規定すること

と矛盾しないその販売商品の規定を許さないの

である。

このような交通業の商品として販売される生

産物の規定の困難性を考えると，この問題の解

決には越えなければならない二つの大きなハー

ドルが存在することがわかる。第 1に，交通業

の労働対象たる運送対象の生産物への転化が肯

定されえなければならない。すなわち位置変化

した運送対象が生産物と規定されえなければな

らない。これができなければ交通業における生

産物生産は否定され，したがって交通業が生産

部門であることも否定される。そして第 2に，

運送対象が交通業の商品として販売されていな

いとしても，その商品として販売される生産物

が規定されえなければならない。しかしこれは

第 1のハードルを越えること一一位置変化した

運送対象を生産物と規定する一一ーとは矛盾する

ことである。そして運送対象が交通業の商品と

しては販売されていないということは動かし難

い事実であるから，仮に第 2のハードルが越え

られるとすれば，その時には労働対象の転化物

をもって生産物と規定する生産物の概念とは別

に，それとも両立する生産物の概念が規定され，

それが販売商品ととらえられなければならない。

第 53巻第 4• 5号

生産物の概念がいくつもあるということは奇異

の念を与えること必定であるといってよいが，

ともかくそうでなければ上述の事実とも両立す

る交通業の販売商品たる生産物の規定は不可能

であり，そうであるかぎり交通業を生産部門と

とらえることも放棄せざるをえないのである。

6. 富永説と『資本論』の労働過程論の生産

および生産物の概念

富永氏は，「位置変化……した労働対象は……

運送されることによって運送前と違ったもの」

にはならないということを理由に，その生産物

への転化を否定する。同氏のいう「違ったもの」

になるということの意味は，例えば棉花が加工

されて綿糸布になるがごとく「形体変化」によっ

て「労働対象〔が〕……新らしい使用価値，別

個の物財に転生する」ということである。した

がって宣永氏は「形体変化」によって「労働対

象〔が〕……新らしい使用価値，別個の物財に

転生する」ことをもって生産と規定し，「形体転

化」によって「新らしい使用価値，別個の物財

に転生」した労働対象をもって生産物と規定す

るものである。かかる生産と生産物の概念が前

提としてあるがために，運送対象の生産物への

転化が否定され交通業における生産物生産が否

定されるのである。

富永説の前提である上述のような生産と生産

物の概念は，交通労働の労働対象を運送対象と

とらえたと同じく，『資本論』の労働過程論に

従ったものである。そこでは「労働過程では人

間の活動が労働手段を使って一つの前もって意

図された労働対象の変化を引き起こす。その生

産物はある使用価値であり，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
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である」1) と述べられ，労働による労働対象たる

「自然素材」の「形態変化」＿―-富永氏の「形

体変化」―と，それによって労働対象を「人

間の欲望に適合するように」すること，すなわ

ち対象の有用な対象化，有用物化が生産と規定

され，かかる「形態変化」し有用物に転化した

労働対象が生産物と規定されている。

しかし以上のようなマルクス＝富永の生産お

よび生産物の概念には次の二つの点で問題があ

る。

第 1に，それは狭陰にすぎる。それは交通を

除いて考えたとしても生産部門のすべてを包括

することはできない。例えば原油採掘や漁労等

の一部の採取産業では，労働対象はその存在位

置を変化させられるだけで「形体変化」はされ

ない。地上に汲み上げられた原油は地下にある

時と素材的には少しも変わらない。また海中か

ら船上引き揚げられた魚も海中にある時と同じ

魚である。それらは「形体変化」もしていなけ

れば「新しい使用価値，別個の物財に転生」も

していない。また新たな有用物に転化もしてい

ない。だからマルクス＝富永の概念に従うなら

ば，ここでは生産は行われず，採掘原油もまた

漁獲物も生産物ではないということにならざる

をえない2)。これはマルクス＝富永の生産およ

び生産物の概念が狭陰にすぎることを示してい

る。

1) 『資本論』 (1),317ページ。

2) 富永氏もこの点には気が付いていて，物質的財貨

の生産部門である採取産業を交通業とも規定す る

曖昧なとらえ方をしている。

「〔採取産業〕における労働の大部分またはほとん

どすべてが運送労働からなる。炭鉱における労働や

漁獲作業における労働対象の質料変化を生じせし

めず，鉱口へのまたは漁港への運送がそれらの労働............ 
の主内容をなす。従って労働過程自体としては交通................ 
業も採取産業も本質的な相違はない。」（前掲富永論

文， 2ペー ジ）

第 2に，それは，いま上で例として挙げた採

取産業を考慮の外におき，生産が文字通り労働

対象の「形体変化」による有用物化として行わ

れる場合，典型的には加工・組立産業を念頭に

おいて考えたとしても，その活動の意義を十分

にとらえたものとはいえない。富永氏は生産を

労働対象の「形体変化」を行い，それを「新し

い使用価値，別個の物財に転生」させる活動だ

という。またマルクスはそれを通じて対象を有

用物にする活動だという。勿論このようにとら

えることに問題があるわけではない。しかしこ

のようにしかとらえないところに問題があるの

である。すなわち労働対象は何故「形体変化」

させられ，それによって有用物化させられなけ

ればならないのか。それは「形体変化」によっ

て労働対象を以前とは違ったものにし，新たな

有用物にして，何等かの欲望の満足と用途とに.................... 
使用し消費することのできるものにするためで

ある。すなわち対象の「形体変化」や有用物化

それ自体に，いわんや「別個の物財に転生」さ

せることそれ自体に活動の意義があるのではな

く，それを通じて対象を人が使用し消費するこ

とのできる対象にするということにこの活動の

意義，経済的意義がある。だからこの産業にお

ける生産を「形体変化」による対象の有用物化

の活動ととらえるだけでは，活動の意義を十分

にとらえたものとはいえない。十分にとらえる

とすれば，それは対象の「形体変化」と有用物

化によってそれを使用し消費することのできる

対象にすることと， とらえなければならない。

しかしこのように加工・組立産業における生

産の意義をとらえるならば，また第 1の点で述

べたことと関連するが，生産には労働対象の「形

体変化」によるその有用物化としては行われな

いケースも存在することを考慮に入れ，それを
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も生産に包括しようとするならば，加工，組立............ 
産業の生産は，労働対象の「形体変化」とその........ 
有用物化を通じて， それを使用し消費すること

のできる対象にするという点に特徴があるとと

らえなければならない。

えるならば，

そしてこのようにとら

一般概念としての生産は， この産

．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
ては使用し消費することのできなかったものが，.......... 
そうできる対象となる。つまり対象の位置変化

それを通して実現する内容には後者と共通の点........ 
それは生産の概念に適うものである。

しそれを有用物．．．．． 
化するという特殊な内容を離れて，対象を何等．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
かの活動を通じて使用し消費することのできる....... 
対象にする活動と規定しなければならない3)0

業に特有の対象を「形体変化」

そして以上のように生産の概念を規定するなら

ば，生産物の概念も，「形体変化」した労働対象

という，加工・組立産業に特有の内容を離れて，........... 
何等かの活動によって使用し消費することがで............ 
きるようにされた労働対象と規定しなければな

らない。

以上のように考えてくると，

定されうるか，

生産物と規定されうるかという問題にも，新た

なとらえ方が可能であることが示されている。

富永氏は位置変化によっては労働対象たる運送

対象は「新たな使用価値，別個の物財には転生」

この意味でそれは「運送前と違ったもしない，

の」

交通が生産と規

また位置変化された運送対象が

とはならないことにを理由にその生産物へ

の転化を否定した。 しかし位置変化によっては

運送対象は「形体変化」もせず新たな有用物に

も転化しないとはいえ，例えば運送対象として

生産地から消費地へと運送される生産物を考え

るならば， それは消費地へと存在位置を変える

ことによって，生産地にあった時にはその消費

者―生産的に消費する場合も含む にとっ

を行う交通は，「形体変化」を行う物質的財貨の

生産とは明らかに異なる種類の活動ではあるが，

があり，

そうであれば労働対象の位置変化を行う交通も

また生産であり，位置変化した運送対象も生産

物に転化するといわねばならない4)。因にこの

結論は，労働対象の転化物をもって生産物と規

定する『資本論』の生産物概念ともその点では

整合する。

かくて富永氏による運送対象の生産物への転

化の否定論は余りに素朴な素材主義であって，

位置変化によって運送対象に生ずる経済的変化

を看過していることがわかる。物質的財貨の生

産でも， その活動の経済的意義は労働対象を単

に「別個の物財に転生」させることそれ自体に

あるのではない。

対象は，

終えていて，

それを通じて対象を使用し消

費できる対象にすることにあるのである。運送

それがすでに「別個の物財に転生」

ばいまだ使用も消費も不可能である。

し

したがってそれのもつ有用性とい

う点では使用し消費することの可能な対象とは

なっていても，生産地にあって消費地になけれ

それは対

象の存する位置の点でいまだ使用し消費するこ

との可能な対象にはなっていない。交通は運送

対象を消費地へ移動することによってそれが可

能な対象に変化させる。交通が実現するかかる

内容は，対象を「別個の物財に転生」させる場

合と経済的にば性格を同じくし，位置変化して

3) 生産がこのように規定されるならば，労働対象の

位置変化を行うだけでその「形体変化」は行わない

先の採取産業も，位置変化を通じて対象を使用し消

費することのできる対象にするが故に，これを生産

に包括することが可能となる。
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4) こうした運輸のとらえ方は，富永氏らの有用効果

生産説とは対立するいわゆる使用価値完成説の一

つ要素の積極的展開である。この点について詳しく

は，拙稿「生産の概念と運輸――-『使用価値完成説』

に関連して一」を参照されたい。
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消費地へ到達した運送対象はこの意味で「運送

前とは違ったもの」になるのであり，生産物に

転化するのである 5)6)。

さて，富永氏は『資本論』の労働過程論に従っ

て交通労働の労働対象を運送対象と規定した。

それは妥当であった。しかし同時に「形体変化」

した労働対象をもって生産物と規定する生産物

の概念にも従った。それは交通労働の労働対象

である運送対象の生産物への転化を否定する結

果となった。そしてそれは労働対象の転化物を

もって生産物と規定する生産物概念とも矛盾す

る結果を導いた。けれどもすでに見たように，

『資本論』の生産物の概念自体にも妥当でない

点があった。それは生産の特殊な一部門でしか

ない加工・組立産業に特有の活動の内容を生産

一般の定義とする誤りを含んでいた。この意味

では富永氏の矛盾は，同氏が従ったマルクスの

『資本論』の生産概念の誤りに起源をもってい

たといってもよい。要するに位置変化した運送

対象を交通労働の生産物ととらえることを排除

していたのは『資本論』の生産と生産物の概念

であったのであり，これに従っているかぎりは，

交通業を生産部門ととらえることも，そこにお

ける生産物の生産をとらえることも不可能で

5) 以上では生産物である貨物の運輸を例にとった

が，非生産物貨物や旅客の運輸についても基本的に

は同様のことがいえる。その点については，拙稿「交

通業の生産物について」の第5,6節，及び「運輸労

働と価値生産」の第 4節を参照されたい。

6) 本節で述べたかぎりでは，交通も前述の採取産業

も，その活動はいずれも労働対象の位置変化を実現

し，それをつうじて対象を使用し消費することの可

能なものにするものととらえられるから，両者は同

ーものみなされることになる。しかし厳密には両者

の間には大きな違いもあり，後者は加工・組立等の

産業と並んで狭義の生産に属するのに対して，前者

は生産部門とはいってもそれとば性格を異にする。

その点に関しては，拙稿「生産の概念と運輸一~『使
用価値完成説』に関連して一」の第 5節および同

節注(4)を参照されたい。

あった。この故に，交通業を生産部門ととらえ

その生産物をとらえるための第 1のハードルを

越えるためには，富永氏の生産と生産物の概念

の基礎となっている『資本論』の概念の再検討

と，われわれがすでに示したように，それらの

概念の拡張と再構成が避けられないのである。

7. 生産物概念の多面性と販売商品である

生産物

(1) 

富永氏は，運送対象が交通業の販売商品とは

なっていないという事実をもとに運送対象の生

産物への転化を否定し，その商品として販売さ

れる生産物の生産を否定する。いま少し議論の

内容に立ち入っていえば，物質的財貨の生産部

門では生産物となり商品となるはずの対象，す

なわち労働対象である運送対象が交通業では販

売商品とはなっていない，それで交通業におい

ては商品として販売される生産物の生産は行わ

れないというのである。

以上の主張は次の二つのことを前提している。

第 1は，商品としての販売と生産物としての生

産とを同一視するということである。これは何

度もいっているように，富永氏が物質的財貨の

商品生産を比較の対象として議論するという方

法をとっていることによる。そこでは労働対象

の生産物への転化と商品としての販売とは不可

分である。生産物は商品として生産され，商品

として販売されないものは生産されない。販売

商品とならないということは生産物にならない

ということである。第 2は，労働対象の転化物

をもって生産物と規定する生産物の概念である。

この二つの前提のもとでは，労働対象の転化物

の商品としての販売の有無がその生産物への転
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化の有無を決定し，生産物生産の有無を決定す

る。しかるに交通業の場合は労働対象の転化物

たる位置変化した運送対象はこの産業の販売商

品とはならない。かくして運送対象の生産物へ

の転化が否定され，交通業における生産物生産

が否定される。しかしこの二つの前提はともに

検討の余地のあるものである。

先ず前者について，例えば客の布地を衣服に

加工する仕立てサービスや，親会社が部品を提

供して下請に委託加工させるケースを例に考え

てみよう。そこでは「形体変化」した労働対象

は存在するが，それは仕立業者や下請企業に

よって商品として販売されてはいない。富永氏

の論理からいえばこの場合は労働対象は生産物

に転化せず，生産物の生産は行われないという

ことになる。しかしここでは労働対象は「形体

変化」しているから，富永氏の生産物の概念か

らいっても生産物への転化を認めなければなら

ない。以上が示しているのは，生産物としての

生産すなわち労働対象の生産物への転化の有無

は，生産物の定義が与えられれば，それに照ら

して決定できることであって，それが商品とし．．． 
て販売されているか否かとは関係なく，必ずし

も商品としての販売と生産物としての生産とは

同一視できないということである。

しかしそれにもかかわらず富永氏は同一視し

て議論している。それは上述のように，物質的

財貨の商品生産を比較の対象として議論してい

ることによる。そこでは確かに同一視できる。

だがいま見たように仕立サービス等の場合には

そうはできない。そしてこうした違いの原因は，

両者の間で労働対象の所有関係が異なっている

点にある。前者では労働対象は生産者の所有物

として生産に使用される。だからそれが「形体

変化」した生産物は生産者の商品として販売さ

第 53巻第 4• 5号

れる。したがって商品として販売されないこと

は生産物へ転化しないこと意味し，生産物とし

て生産されていないことを意味しうる。ところ

が後者では労働対象は生産者の所有物ではない。

だからそれは「形体変化」して生産物へ転化し

てはいても生産者の商品としては販売されない。

ここでは労働対象の生産物への転化と商品とし

ての販売は不可分ではなく，後者は前者を意味

しない。かくて商品として販売されないことを

もって生産物への転化を否定でき，したがって

商品としての販売と生産物としての生産を同一

視できるのは，労働対象の所有関係が特定の場

合だけであって，それが違えばもはや同一視は

できないのである。

そして重要なのは，労働対象の所有関係の点

では，自己の所有物ではない旅客や貨物を労働

対象としている交通業は物質的財貨の商品生産

のケースとは同じではなく，仕立サービス等の

ケースと同じだということである。富永氏は，

交通業の生産物生産の問題を，商品としての販

売と生産物としての生産とを同一視できない

ケースであるにもかかわらずそれを同一視して

議論しているのであり，その誤りは明白である。

そしてかかる同一視が，交通業の生産物生産の

有無の問題を物質的財貨の商品生産を比較の対

象として論ずることに由来していることを考え

ると，かかる論じ方がそもそも方法論的に誤り

であることを意味している。

かくて富永氏の議論の第 1の前提は妥当性を

欠く。したがって，いま仮に転化した労働対象

という生産物概念のもとで考えたとしても，位

置変化した運送対象がその販売商品とはなって

いないという事実をもとに運送対象の生産物へ

の転化を否定し，生産物の生産を否定すること

は，妥当でないといわねばならない。
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ただその場合でも次の関連は看過してはなら

ない。すなわち仕立サービス等の例が同時に示.......... 
しているように，商品として販売される生産物

の生産は肯定できない。転化した労働対象とい

う生産物の概念のもとでは，それが「形体変化」

している以上，その生産物への転化はその事自

体によって肯定される。しかしそれは商品とし

ては販売されていない。したがってこの生産物

の概念を前提するかぎり，商品として販売され．．． 
る生産物の生産は肯定できない。これは転化し.......... 
た労働対象という生産物の概念に，位置変化し

たという場合を加えても同じである。つまり前

節でわれわれが明らかにしたように，位置変化

した労働対象をも生産物ととらえることを肯定

しても，仕立サービス業の場合と同じく，この

転化した労働対象である生産物は商品として販

売されていないのだから，運送対象の生産物へ．． 
の転化と生産物の生産は肯定されても，商品と．．．．．．． 
して販売される生産物の生産は肯定されない。

だから，運送対象の商品としての販売の欠如を

もってその生産物への転化を否定し，交通業に

おける商品として販売される生産物の生産を否

定する富永氏の主張は，運送対象の生産物への

転化を否定するその前段は維持しえないが，そ....... 
の後段すなわち交通業における商品として販売... 
される生産物の生産の否定は維持でき，そのよ

うな主張として生き延びることが可能である。

したがって交通業の販売商品を交通労働そのも

のとする富永氏の主張もなお生き延びる可能性

をもっている。

(2) 

このように考えてくると，交通業における商

品として販売される生産物の生産の存否は，富

永氏の第 2の前提，すなわち労働対象の転化物

をもって生産物と規定する生産物概念の当否い

かんに，またこれ以外に生産物のとらえ方はあ

りえないのか否かに依存しているといえる。こ

の概念が唯一であっていかなる場合にも生産物

はこのように規定さればならないとすれば，第

1の前提が支持されないとしても交通業は位置

変化した運送対象をその商品として販売しはし

ないから，それが生産物に転化したとしても，

交通業における商品として販売される生産物の

生産は肯定されない。

しかし労働対象の転化物という生産物の概念

は厳密にいうと問題があり，必ずしもそれが唯

一絶対のものであるといえない。

この概念では，生産物は，例えば富永氏の挙

げていた綿紡織の例では，労働対象たる棉花が

紡織労働によって「形体変化」されて「別個の

財貨に転生」して綿糸布という生産物になる，

という具合にとらえられる。それは一般にある

労働なりある産業なりの生産物を変化した労働

対象そのもの，かかる対象全体と見ることを意

味する。しかしこの綿糸布は綿紡織業ですべて

生産されたものではない。その原材料たる棉花

はこの綿紡織業では生産されず，それは棉花栽

培業者が生産したのであり，綿紡織業はこれを

加工し「形体変化」させて綿糸布にしたにすぎ

ない。したがって綿糸布はこの産業だけの，ま

たそこで行われる紡織労働だけの生産物とはい

えない。こうした生産物のとらえ方は，紡織工

程に先行する諸工程を暗黙のうちに無視し，生

産の一工程であるにすぎない紡織工程を孤立化

して，綿糸布全体をそれとだけ結び付けている

のである。この故に綿糸布を紡織労働の生産物

というのは，また綿紡績業の生産物というのは

不正確であり，棉花という労働対象の転化物で

ある綿糸布をこの労働と産業の生産物ととらえ
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るとらえ方，したがって一般的にいえば労働対

象の転化物，かかる対象の全体をもってある労

働なり産業なりの生産物と規定する生産物概念

は，厳密にいえば適切とはいえない。

他方，先行する諸工程の存在を考慮し，紡織

工程で行われることに即して考えると，紡織業

で行われることは棉花の「形体変化」でしかな

いのだから，この産業における労働よってつく

りだされたという意味では，生産物は棉花の変

化した「形体」ととらえるほかない。つまり厳

密にいうならば，紡織労働の生産物も綿紡織業

の生産物も綿糸布そのものではなく，棉花の変

化した「形体」であるといわねばならない。し

たがって一般的にいえば，ある労働なり産業な

りの生産物は厳密には労働対象の「形体転化」

したものそれ自体ではなく，その変化した「形

体」ということになる況

もちろん紡織労働によって「形体変化」した

棉花は綿糸布であって，綿糸布はこの労働の結

果として現れ，綿糸布という形ではこの労働に

よって初めて存在することになるから，この綿

糸布を紡織労働の生産物ととらえることも大雑

把なとらえ方では許容されよう。しかし，ある

産業なり労働なりの生産物を厳密に考える場合

には問題があるのであり，その場合にはわれわ

れが規定したようにとらえるべきなのである。

そしてそのように厳密にとらえる必要は，購

入した労働対象の加工として生産が行われる場

合ではなく，例えば先に挙げた仕立サービス等

のように，その委託を受けて加工する場合の，

商品として販売する生産物の規定の際に生ずる。

1) 以上のような生産物のとらえ方のより立ち入っ

た分析と展開については，拙稿「労働の対象化，物

質化．凝固とサービス労働」（『経済学研究」九州大

学，第42巻第1~6号， 1977年）の第 4節を参照され

たし％

第 53巻第4• 5号

これらの場合には労働対象は生産者の所有物で

ないがために，加工された製品は生産者の商品

としては販売されない。そして通例これらの

ケースについては，労働対象の転化物をもって

生産物と規定する立場から，生産物の商品とし

ての販売の欠如の故をもって商品として販売さ

れる生産物の生産が否定され，その販売商品は

労働対象を加工する活動ないしは労働それ自体

であるというとらえ方がなされている。けれど

もわれわれの変化した「形体」という生産物の

概念を用いるならば，例えば衣服の仕立サービ

スにおいて「形体変化」した布地たる衣服その

ものが商品として販売されないとしても，それ

をもって裁縫労働の生産物あるいはこのサービ

ス企業の生産物が商品として販売されていない

と理解する必要はない。そして通常仕立サービ

スに対する支払いは，仕立という仕事の完成，

活動の結果に対して支払われるとみなされてい

るが叫これにもとづけば，活動の結果は労働対

象の変化した「形体」であり，これに対して支

払われるのだから，この労働対象の変化した「形

体」を商品とみなすことができる。そしてこの

労働対象の変化した「形体」は裁縫労働の生産

物であり，このサービス企業の生産物であるの

だから，生産物が商品として販売されているの

であり，そこにおいても商品として販売される

生産物の生産が行われているということができ

る3)。

2) 例えば，民法第632条は「請負」に関して「当事者

ノ一方力或ル仕事ヲ完成スルコトヲ約シ相手方カ

其ノ仕事ノ結果二対シテ之二報酬ヲ与フルコトヲ

約スルニョリテ其ノ効カヲ生ス」と規定し，支払は

「仕事ノ結果」一ーしたがって仕立であれば布地を

衣服に仕立てたというその結果に，また運送の場合

であれば旅客や貨物を目的地は移動したという結

果一に対してなされると規定している。

3) サービス商品を何ととらえるかという問題に つ

いては，生産物ではなく労働そのものととらえるこ
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に有用物として完成している運送対象を単に移

動しただけである。位置変化した運送対象それ

以上で仕立サービス業の商品として販売され

る生産物に関して述べたことは，基本的には交

通業にもあてはまる。

前節で明らかにしたように，位置変化した運

送対象は交通労働の生産物である。

体変化」 した労働対象が物質的財貨生産労働の

生産物と規定されるのと同列の規定である。い

ま仮に運送対象が商品であって，

有者が自ら運送し販売する場合を考えるならば，

生産物である位置変化した運送対象が商品とし

て販売されたのであり，商品としての販売を

もって労働対象の生産物への転化を肯定する富

永氏の立場からしても運送対象の生産物への転

化は肯定され，商品として販売される生産物の

生産が肯定される。

これは「形

それをその所

けれどもわれわれが問題に

しているのはこのケースではなく，仕立サービ

ス業の場合と同じく，

送対象の運送を行う交通業における商品として

自らの所有物ではない運

販売される生産物の生産の存否なのである。 こ

の場合には労働対象の転化物をもって生産物と

規定する生産物概念によるならば，運送対象の

生産物への転化と生産物生産は肯定されても，.... 
その商品としての販売の欠如をもって商品とし.................. 
て販売される生産物の生産は否定される。

だが，位置変化した運送対象は，位置変化以

前にすでに有用物として完成しており，

自体は対象の有用物化を行った労働をもあわせ

た全労働の生産物であって，厳密にいえば交通

労働だけの生産物ではない。他方交通労働が新

たにつくりだしたのは運送対象の位置変化でし

かない。だから厳密にいえば物質的財貨生産労

働の生産物が労働対象の変化した「形体」であ..... 
るのと同様に，交通労働の生産物は運送対象の...... 
変化した位置というほかない。交通労働の生産

物は，厳密な生産物の概念のもとでは，運送対

象の変化した位置である。

そしてこの運送対象の変化した位置という生

産物の規定によるならば，運送対象が商品とし

て販売されていない事実をもっても，商品とし

て販売される生産物の生産を否定することはで

きない。位置変化した運送対象そのものとは別

その変化した位置という生産物が生産され

ているからである。他方，交通業に対する運賃

に，

の支払いが運送対象の移動， その位置変化とい

う結果に対してなされるとすれば， それは運送

対象の変化した位置すなわち交通業の厳密な意

味での生産物に対して支払われているとの解釈

を許す。 そうであればかかる交通業の生産物が

商品として販売されているのであり， 交通業に

それを

おいても商品として販売される生産物の生産が

行われているということができる。

かくて運送対象が商品として販売されていな

行ったのは交通労働ではない。交通労働はすで

とが通説となっている。労働そのものととらえるこ

との根拠については，サービスの種類に応じて様々

な見解があり，本文で例に挙げた仕立サービスの場

合もその一つである。このケースに関する詳細な議

論については，拙稿「サービス商品の価値と商品体

(2)」（『経済学研究』九州大学，第45巻第 1号， 1979

年）の IIの 3節，及び「サービス労働と価値形成」

（同誌第51巻第1・2合併号， 1985年）の第 3節を参

照されたい。

いとしても， それをもって交通業における生産

物生産を否定すべき理由がないばかりでなく，

商品として販売される生産物の生産を否定すべ

き理由も存在しない。 したがってそれをもって

交通業の販売商品を交通労働そのものと規定す

べき理由も存在しない。交通業の販売商品を交

通労働と規定する富永説は， もはや如何なる意
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味においても生き延びる余地はない。

(4) 

ここで本節 (2)と(3) で述べてきたことを表

と図を使って簡単に整理しておこう。

表は各生産部門の精粗に応じた生産物とその

部門の販売商品を示したものである。第 2列は

大離把にとらえた生産物であり，これが『資本

論』の労働過程論の労働対象の転化物に対応す

る生産物（生産物Aと略記）である。第 3列は

われわれが先に展開した厳密にとらえた生産物

第 53巻第4• 5号

（生産物Bと略記）である。そして最後の列が

その部門の商品として販売される生産物である。

これによれば物質的財貨の商品生産では生産物

Aがこの部門の販売商品になるが，交通業では

そうとはならない。この場合に富永氏のように

生産物を生産物Aだけでとらえるならば，交通

業の販売商品である生産物はとらえられないこ

とになる。

次に図は，交通生産と物質的財貨の生産との

間の，労働対象の所有関係の異同，この意味で

の活動が行われる際の社会形態の異同の点から

表 生産物概念の多面性と販売商品である生産物

生産物
大雑把な生産物（生産物A) 厳密な生産物（生産物B) 販売商品である生産物

産業部門

物（除質採的取財産貨業の） 商品生産 形態変化した労働対象 態労，働形対状象の変化した形 生産物A

物質的財貨の加工サービ
同 上 同 上 生産物B

ス

産石業油採掘， 漁労等の採取 位置変化した労働対象 労働対象の変化した位置 生産物A

商品の自己運輸 位対置象変化した運送（労働） 運し送た位（労置働） 対象の変化 生産物A

六又 通 業 同 上 同 上 生産物B

図 交通生産と物質的財貨生産の生産の社会形態か ら見た対応

交通生産 I

↓ ふ ふ

三
I 

三商 品 の 自 己 運輸 I

I I I 
物質的財貨の 物質的財貨の 物質的財貨

加工サービス 商品生産 の自給自足

② 3 

物 質 的 財 貨 の生産
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見た対応関係を表したものである。交通業に社

会形態の面で相当する物質的財貨の生産は，労

働対象が生産者の所有物ではない物質的財貨の

加工サービス業であって，それを生産者が所有

して活動に用いる物質的財貨の商品生産ではな

い。ところが富永氏は社会形態の面では交通業

とは異なるこの物質的財貨の商品生産のケース

を比較の対象として議論していた。生産物Aが

この産業の販売商品たる生産物であることを考

えると，この対比のもとでは，生産物Aが販売

商品とはなっていない交通業は，商品として販

売される生産物の生産は行わないという結論が

従って来る。

これに対してAとBとの二つの生産物の概念

を前提し，また活動が行われる社会形態の相違

を考慮して，生産物の概念と社会形態とを突き

合わせながらそれぞれの部門の商品として販売

される生産物をとらえるという仕方で分析する

ならば，交通業で生産物A---1立置変化した運

送対象ー一が販売商品となっていなくても，そ

れだけで商品として販売される生産物の生産を

否定すべき理由はなくなる。かかる可能性を

もった生産物B＿運送対象の変化した位置

が他に存在するからである。他方交通業は

社会形態の面では物質的財貨の商品生産に相当

するものではないから，後者では販売商品と

なっている生産物Aに相当するもの-{立置変

化した運送対象 が商品として販売されてい

るか否かをもって商品として販売される生産物

生産の有無を論ずべき理由もなくなる。運送対

象の変化した位置という生産物Bが存在するの

だから，運賃の支払いが何に対してなされてい

るのかということとの関係においてこの生産物

Bが販売対象となっているか否かを問うことで

その有無を問えばいいのである。そうすればす

でに示したように，生産物Bすなわち運送対象

の変化した位置がその販売商品となっているこ

とが判明するのであり，このことによって交通

業の販売商品たる生産物は運送対象の変化した

位置と規定される。

さて，われわれは第 4節で，交通業の販売商

品である生産物の規定に当たっては，運送対象

が交通業の販売商品ではないという事実とどう

矛盾なく理論を構成してそれを規定するという

ことが問題解明の鍵の一つであると述べた。ま

た第 5節ではそのことが問題解決に当たって乗

り越えるべき第 2のハードルであると述べ，そ

れには労働対象の転化物とは別の，それとも両

立する生産物の概念が必要であり，それが交通

業の販売商品ととらえられなければならないと

述べた。われわれが本節で明らかにしたことは，

労働対象の変化した「形体」あるいは変化した

「位置」等の生産物概念（生産物B) を考慮し，

また交通業が物質的財貨の商品生産とは異なる

社会形態のもとで行われることを考慮して分析

するなら，交通業では運送対象の変化した位置

という生産物が生産されており， これが交通業

の販売商品ととらえられ，それによって上述の

事実とも矛盾なく交通業の販売商品である生産

物が規定され，われわれのハードルは乗り越え

られるということである。
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