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耐久財賃貸の 経済的性格
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本稿で解明しようとするのは，耐久財の賃貸

の経済的性格はどのようなものであるのかとい

う問題である。

今日では財の売買と並んで，船舶のリース，

電算機・複写機のレンタル，家屋の賃貸，賃し

ビル，レンタカー，レンタルビデオ等，生産財

から消費財に至るまで，耐久財の賃貸は経済活

動において重要な意義をもつようになって来て

いる。また賃貸の形態を直接取らない場合でも，

ホテルや各種のレジャー施設のように，実質的

には耐久財の賃貸の要素が中心となっている多

数のサービス提供があり，これもまた重要な意

義をもつようになって来ている。けれども筆者

の見るところ，従来マルクス経済理論では，耐

久財賃貸の経済的性質がどのようなものであり，

また理論体系上どのように位置づけられるべき
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かという点については，十分な研究がなされて

来なかったように思われる。

ただ，比較的最近になってサービス研究にた

ずさわる一部の研究者によって，政府統計の産

業分類ではサービス業に分類されている各種賃

貸業及び類似産業の位置づけの検討という形で，

わずかながら研究が行われるようになって来て

いる 1)。しかしその場合でも，マルクスが『資本

論』第3巻の利子論において，耐久財の貸付を「貨

幣資本〔利子生み資本〕の特殊な一形態」2) と規

定しているために，単にそれを確認し，疑似金

融業にこれらの産業を分類して終わっていると

いうのが実情である。

他方，同じサービス研究において，主に反通

説・少数派に属する論者の中から，これをサー

ビス提供の一種として取り扱う論者が出てきて

いるのも最近の新たな傾向である 3)。そしてこ

の考え方は，意外にも同じマルクスの，しかし

彼の利子生み資本論ではなく，サービス論に起

源をもっているものである。

1) 例えば，山田喜志夫「利子生み資本と信用」（『國

学院経済学』第32巻第2-4号， 1984年），同「経済の

サービス化」（同誌，第36巻第4号， 1989年），渡辺雅

男『サービス労働論』（三嶺書房， 1985年）第 8章

「『サービス産業』の再検討一『サービス産業』に

おける固定資本の現物貸付」，松林良政「サービス範

疇と現代『サービス産業』について」（『國学院大学

大学院経済論集』第13号， 1985年）等。

2) マルクス『資本論』岡崎次郎訳，国民文庫版

(7), 54ページ。尚，〔 〕内は引用者による補足。

以下同様。
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結論を先廻りして言えば，筆者の立場は上記

の二つの立場のいずれに与するものでもない。

行論のうちに見るように，耐久財の賃貸とーロ

に言ってもその内容は様々で，それに応じで性

格も異なるものととらえなければならないが，

大雑把に言えば，それは財の販売の一種，ある

いは財の生産と販売の一種ととらえるべきであ

り，したがって賃貸業はその内容に応じて商業

の一種とも，また生産部門の一種ともとらえる

べきであるというのが筆者の見解である。

以下の本稿では，以上で言及した耐久財賃貸

に関する二つの考え方を検討の対象としつつ，

筆者の見解を展開して行きたいと思う。ただし

何分にも筆者の見解は，殊に第一の見解，すな

わち利子生み資本論を援用する従来のマルクス

経済学の考え方からすれば，かなり距離のある

内容を含んでいる。それ故に思わぬ過誤の懸念

も大いに感じている。読者諸賢の忌憚のない御

批判をお願いする次第である。

1. 賃貸＝貨幣貸付論の難点

マルクスは『資本論』第 3巻第21章「利子生

み資本」において，耐久財も含む財の賃貸を商

品の資本としての貸付ととらえ，それを利子生

み資本の一形態と規定している。

「資本として貸し付けられる商品は，その性

3) 例えば，赤堀邦雄『労働価値論新講』（時潮社， 1982

年）第10章「サービス産業の販売商品について」に

おける，ホテル等の宿泊施設のサービス業への位置

づけ，長田浩「『サービス』『サービス労働』の一般

概念について」（『政経研究』〔財〕政治経済研究所，

No. 54, 1987年），「現代サービス産業の一考察

―サービス財の経済的諸特徴に焦点をあてて」

（同上誌， No.55, 1988年）及び「サービス産業と

してのリース・レンタル業」（『経済系』関東学院大

学，第157集， 1988年），武藤幸裕「消費概念とサー

ビス―野村清氏の所説を中心として」（『政経研

究』 No.55, 1988年）等。

第 55 巻第 1• 2号

状に応じて固定資本かまたは流動資本として貸

し付けられる。貨幣はどちらの形態でも貸し付

けられることができる。……ある種の商品は，

その使用価値の性質上，いつでもただ固定資本

としてしか貸し付けられることができない。家

屋や船舶や機械などがそれである。しかし，す

べての貸し付けられる資本は，その形態がどう

あろうと，またその使用価値の性質によって返

済がどのように変形されようとも，つねにただ

貨幣資本の特殊な一形態でしかない。なぜなら

ば，ここで貸し付けられるものは，つねにある

一定の貨幣額であって，利子もまたこの額にた

いして計算されるのだからである。もし貸し出

されるものが貨幣でも流動資本でもないならば，

その返済もまた固定資本が還流するような仕方

で行われる。貸手は周期的に利子と，固定資本

そのものの消費された価値の一部分，つまり周

期的な損耗分の等価とを受け取る。そして，貸

付期間の終わりには，貸し付けられた固定資本

の未償却部分が現物で帰ってくる。」1)

ここでマルクスは，貨幣の貸付とともに「商

品」の貸付について論じ，これを「資本として

貸し付けられる」ものとする。そしてわれわれ

の問題としている家屋等の耐久財の賃貸もこれ

に含め，それを「貨幣資本の特殊な一形態」で

1) 『資本論』 (7),54ページ。尚，同様の耐久財の賃

貸のとらえ方は『剰余価値学説史』にもある。、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
「〔資本〕が機械や建物などの形態で貸し出される

ならば，簡単に言えば，それが生産過程で固定資本

として機能しなければならないような素材的形態

で貸し出されるならば，それは固定資本の形態で

帰ってくる。年賦払いとして，すなわち，たとえば

年々，損耗補填部分，すなわち固定資本のうち流通

にはいっている価値部分に，剰余価値のうち利潤

（ここでは利潤の一部分，利子）として固定資本（と

いってもそれが固定資本であるかぎりでではなく

特定の大きさの資本一般であるかぎりで）にたいし

て計算された部分を加えたものとして帰ってく

る。」（『剰余価値学説史』岡崎次郎訳，国民文庫版

(9), 112.......,3ページ。傍点は引用者。以下同様。）
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あると述べ，賃貸される耐久財を利子生み資本

の一形態ととらえている。 このことは，すぐ後

の文章の中に「ここで貸し付けられるものは，

つねにある一定の貨幣額であって云々」 と出て

くることからもわかるように，耐久財賃貸の基

本性格を貨幣の貸付と規定することに基づいて

いる。

しかし問題は，何故このように，耐久財の賃

貸を貨幣の貸付と規定するのかということであ

る。それは決して自明のことではない。すなわ

ち耐久財の賃貸では，貸し付けられるのはあく

まで耐久財であって決して貨幣そのものではな

ぃ。また借手が返却するものも借りた耐久財で

あって貨幣ではない。要するに事実の問題とし

て耐久財の賃貸は貨幣の貸付ではない。 そうで

ある以上これを貨幣の貸付と規定する理由が当

然説明されなければならない。 しかし上記の箇

所では彼はこれを説明していない2)。

また，類似の問題を論じている箇所は他にも

あるが， そのいずれでも説明はない。ただ，彼

2) 山田喜志夫，渡辺雅男，松林良政氏等は，耐久財

の賃貸をマルクスにならって利子生み資本の派生

的形態等と規定している。その際，渡辺氏と松林氏

は，マルクスが述べていることをそのまま引用する

だけで，何も説明するところがないが（渡辺，前掲

書，・ 215ページ，松林，前掲論文， 17ページ，等），

山田氏は独自の説明を与えている。

同氏は議論の出発点において，『資本論』第 3巻第

21章「利子生み資本」に出てくる，「貨幣―ここで

はある価値額の独立した表現として考えられるも

ので，この価値額が実際に貨幣として存在するか商

品として存在するかにはかかわりない……」（『資本

論』 (7),44ページ）という文言を引いて，「利子生、、、、、、、、、、、、、、、、、、
み資本は，貨幣形態であれ商品形態であれ一定価値

額が一定期間後に利子を伴って返済されるという

条件の下に一定期間譲渡されるという運動をする」

（山田「利子生み資本と信用」， 189ページ）と利子

生み資本を定義し，その中に，「商品形態で」の貸付

として，耐久財の賃貸を含ませている。

以上における，「貨幣ー一ここではある価値額の

独立した表現として考えられるもので この価値額、、、、、、、 、、、、、 、、、、、、、、、、
が実際に貨幣として存在するか商品として存在す、、、、、、、、、、
るかにはかかわりない……」という定義は，貨幣の

定義を拡張して，貨幣ではない商品の価値をもそれ

の考え方の内実を窺わせるものがないわけでは

ない。例えばその一つが以下の叙述である。

「貨幣資本はさしあたりは， ある貨幣額にほ

かならない。または， 一定の商品量の価値が貨

幣額として固定されたものにほかならない。も
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

し商品が資本として貸されるとすれば，その商
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

品は，ただ，ある貨幣額の仮装形態でしかない。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

なぜならば，商品として貸されるものは重量何
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ポンドかの棉花ではなく，棉花という形態のな
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

かに棉花の価値として存在するいくらかの額の
、、、、、、、、
貨幣だからである。」3)

非耐久財である棉花の例自体は， われわれの

問題にはそぐわない面もあるが，述べられてい

ることは， それに限定されない，耐久財にも共

通するものである。

マルクスは以上で，貸し付けられる商品は「あ

る貨幣額の仮装形態でしかない」 と言い， その

に含めようとするものである。そしてそれによって

商品の貸付を貨幣の貸付と，その返済を貨幣の返済

とみなして，貸付・返済を通じて収入を上げる商品

の賃貸を利子生み資本と規定するものである。ある

し、湛利子生み資本 (G""'G')は本来，貨幣を出発点と

し，その貸付・返済通じ，貨幣の還訛奈冷？了運動
の終了とするものである。だから，貨幣ではない商

品の賃貸は，その故に，利子生み資本ではありえな

いはずだが，この貨幣の定義を変えて商品の価値を

もそれに含めうるように変えれば，貨幣ではない商

品の賃貸でも利子生み資本と規定することが可能

になる。これが山田氏の主張の趣旨である。

しかし，同氏の引いているマルクスの貨幣の定義

は妥当とは言えない。「ある価値額の独立した表現」

という内容は一応問題ないが，それを「貨幣として

存在するか商品として存在するかにはかかわりな

ぃ」とすることは明らかに誤りであ、る。それでは貨、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
幣と通常の商品の価値との区別がつかなくなるか、、、、、、、、、、、
らである。それは価値ではあっても明らかに貨幣で、、、
はない。商品社会の中の他の商品とは区別された唯

ーの商品としてそれだけが「価値額の独立した表

現」たる役割を担うから，ある商品は他の商品とは

区別されて貨幣となるのである。

このように，山田氏の用いている貨幣の定義は間

違っている。そうだとすると，当然，商品の貸付は

貨幣の貸付ではありえないし，その返却も貨幣の返

却ではありえない。したがってその賃貸を利子生み

資本の派生的形態と規定することもできない。

3) 『資本論』 (7), 71 "-'2ページ。
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理由は「商品として貸されるものは重量何ポン

ドかの棉花ではなく，棉花という形態のなかに

棉花の価値として存在するいくらかの額の貨幣

だからである」と言う。さすがにここでは「貸

幣額の仮装形態でしかない」と言って貨幣が貸

し付けられるとは直接言っていないが，商品の

貸付を貨幣の貸付と同一視する考え方は同じで

ある。そしてその理由の説明であるが，これは

説明としての体をなしていない。何故かと言う

と，マルクスは「貸されるものは重量何ポンド

かの棉花ではな〔い〕」とは言うが，厳然として

貸されるものは「重量何ポンドかの棉花」であ

り，棉花が貸し付けられるという事実は否定し

ようがないからである。ただ彼自身もこの事実

は認めよう。そして彼が言わんとするのは，「棉

花という形態のなかに棉花の価値として存在す

るいくらかの額の貨幣」という表現からも推察

されるように，貸付られるものは商品であり，

それは一定の価値をもつから，その貸付は一定

金額の価値の貸付という性格をもち，この面で

は貨幣の貸付と同等とみなされるということで

あろう。「ある貸幣額の仮装形態でしかない」と

いうことも，また前の引用で「ここで貸し付け

られるものは，つねにある一定の貨幣額であ

〔る〕」と述べたのも，恐らくこの趣旨であろ

う。そしてさらに敷術すれば，貸し付けられる

耐久財等の商品はそれによって一定額の収入を

もたらすから，その面では利子をもたらす利子

生み資本と同等であり，その一形態とみなしう

るということであろう。

マルクスの考えは以上のようであると思われ

る。だが，耐久財等の商品の貸付と貨幣の貸付

とが一定額の価値の貸付という点で同一のもの

とみなしうるとしても，それをもって耐久財の

賃貸関係の唯一の側面と，あるいは基本的側面

第 55 巻第 1• 2号

ととらえることは，したがってこれを貨幣の貸

付と規定することは明らかに妥当性を欠く。耐

久財の貸付はあくまで商品の貸付であって貨幣

それ自身の貸付ではない。そして商品は価値と

使用価値との統一物であり，使用価値の側面を

無視できない。したがってその貸付も使用価値

を無視しては行われえない。例えば棉花の所有

者は金額が同じだからといって機械の賃借を望

んでいる人にそれを貸し付けることはできない

し，機械を借りたい人は金額が同じだからと

いって棉花を借りたりはしない。借手は賃借す

る特定の使用価値をもった財の利用が目的でこ

れを借り，それに対して賃料を払うのであり，

貸手もそうした借手のために特定の財を提供す

る。ところが貨幣の貸付では金額が全てであり，

こうした区別は一切存在しないのである。この

事実からもわかるように，耐久財の貸付は，一

定額の価値の貸付という貨幣の貸付と共通する

側面をもつとしても，後者の場合とは異なって

その側面が唯一の側面ではなく，素材的に特定

の意義をもつ財という使用価値的側面をも併せ

もち，この側面を無視しては，したがって関係

を単に価値的側面に一面化しては，耐久財の賃

貸関係は成り立たない。これは耐久財の貸付を

貨幣の貸付と同一視して論ずることの誤りを示

している 4)5)。

上述の点は次の問題を考えてみれば一層はっ

きりする。最初の引用にもあるように，マルク

スは賃貸物の使用料ないしは賃料は，賃貸物の

損耗価値プラス利子からなるとしているが，こ

の損耗価値についていえば，このような形で貸

し付けた商品の価値が還流するのは，貸し付け

たものが貨幣でないということに由来している。

貨幣は価値の自立的存在であり，それは一定価

値の商品にたいする請求権一一＿社会的権利
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—ーであって物理的，素材的には損耗しない。

その故に貸付期限が来れば貸し付けた貨幣と同

額が返済される。しかし耐久財は一定の価値を

もつとはいえ，それが全てではない。それは一

定の素材的耐久性をもった商品であり，その故

4) 長田氏浩氏は，マルクスに拠る山田氏の，商品の

賃貸＝利子生み資本説について，「貸し付けられる

商品の価値面にのみ焦点を併せ，その使用価値面に、、、、、、、、、、、、、、、、
ついては軽視しているのではないか」と疑問を呈

し，「現物貸付では，ユーザーにとっては，それぞれ

に内包する機能の発揮，それぞれの使用価値の実現

が目的とされることを見ないわけにはいかない」

（長田「サービス産業としてのリース・レンタル

業」， 90ページ）と指摘している。

この指摘は勿論妥当である。しかしそれと同時

に，山田氏が使用価値面の「軽視」に至った理由も

また問題にすべきである。同氏は山田氏等の賃貸論

を「今日との歴史的現実の違いに十分な考慮を払わ

ぬままに，『資本論』や『剰余価値学説史』に見られ

るマルクスの叙述を今日的リース業・レンタル業に

あてはめようとしたもの，という基本性格がある」

（同上， 81ページ）と述べ，マルクスの考え方その

ものには問題はないかのように言っている。実際，

彼の考え方は批判していない。しかしわれわれは，

むしろ彼等が頼ったマルクスの考え方そのものに

欠陥があったが故に，それを現実に当てはめた彼等

の今日的賃貸関係のとらえ方に誤りが生じたと見

るのが妥当と考える。

5) マルクスにおける商品の賃貸関係の使用価値的

側面の無視の原因は，本文で触れた点に加え，いわ

ばその背景として，この賃貸を，それを通じて価値

増殖する資本の運動の側面から一面的に論じてい、、、、、、、、、
ることにも由来している。この側面から見れば賃貸

される商品は価値の側面が問題であり，それはマル

クスもいうように「ある貨幣額の仮装形態」であ

り，「ここで貸し付けられるものは，つねにある一定

の貨幣額であ〔る〕」と言うこともできる。しかし，

「商品として貸されるものは重量何ポンドかの棉

花ではな〔い〕」と言い切るマルクスは，いかに過程

の重要な側面とはいえ，上述のとらえ方が一つの抽

象--f吏用価値的側面も価値的側面も兼ね備えて

いる商品の賃貸の現実からの後者の面にのみ焦点

を合わせた抽象―であることを忘れている。

以上の意味では，山田氏と同じ立場をとる渡辺氏

に対して，同氏の説は「投下された資本の側面に重

点を置きすぎた結果もたらされたものではないか

……。……その事業主体の立場に焦点を当てすぎて

いるのではないか」と疑問を呈し，かかる立場に固

執すると「あくまで特定の機能・使用価値を有する

物や施設を借用したことにたいして料金を払う」と

いう「使用価値的側面の軽視につながる」とする長

田氏の批判は明らかに正当である（長田「サービス

産業としてのリース・レンタル業」， 92ページ）。

に損耗し，その価値相当分が貨幣形態で還流す

る。つまり賃料が損耗価値の還流を含むという

マルクスの認識自体が，商品の貸付関係は価値

の側面だけでなく使用価値の側面をも含み，単

なる価値の貸付ではないということ，したがっ

て貨幣の貸付と同一視できないということを前

提している。

また耐久財の貸付を貨幣の貸付と見る点は別

としても，賃貸される商品を利子生み資本の一

形態と見る見方は，賃貸活動を行う資本の運動

の正確な理解を妨げる。こうした見方によるな

ら，賃貸資本の運動は，貸付をもってその出発

点ととらえられることになる。しかしこれは運

動の現実の出発点を看過するものであり，運動

全体の把握とその意義の理解を妨げるものであ

る。すなわち商品 (W) を貸し付けるには，ま

ずそれを貨幣 (G)で購入する必要があり，最初

にG-Wという買いの過程，したがって貨幣の

商品への転化の過程が来なければならない。そ

してその後にこのWが貸し付けられる。だから

貸付は決して過程の出発点ではありえない。と

ころが，商品の賃貸を利子生み資本の形式でと

らえることは明らかにこの不可欠の過程を無視

することになるのである。

他方，この過程を考慮に入れて G-Wを出発

点とし，また同じ価値とはいえ貨幣形態のそれ

と商品形態のそれとの違いを無視しないとすれ

ば， G-WはあくまでG-Wであり，賃貸資本

は，資本形式の面からみて，貨幣の商品への転

化の存在しない，貨幣それ自体の貸付をもって

出発点とする利子生み資本とは明らかに異なる

と言わなければならない。それはむしろ産業資

本や商業資本と同一である。この意味で耐久財

の賃貸関係を利子生み資本の一形態と見ること

は明らかに間違っている丸
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以上，本節では，耐久財の賃貸を貨幣の貸付

と同一視し，この賃貸を利子生み資本の一形態

と規定することの難点を示した。われわれがこ

れを通して言いたいことは，上述の見方では，

賃貸関係のなかに貨幣の貸付関係と共通する内

容を見出すに留まり，あるいは現実の賃貸関係

を貨幣の貸付の観点から整理するに留まって，

耐久財の賃貸関係の独自の内容をとらえること

は不可能になるということである。また同様に

賃貸活動を行う資本の独自の性格をもとらえそ

こなうということである。この意味で耐久財の

賃貸の性格を解明するには，貨幣貸付論あるい

は利子生み資本論的な先入見を排し，賃貸関係

の事実に則した分析が要求されると言える。

2. マルクスの賃貸＝サーピス提供論

マルクスには利子論における賃貸論の他に，

もう一つ賃貸論がある。それは『経済学批判』

及び『資本論』において，貨幣の支払い手段機

能に関連して出てくるものであり，そしてこれ

は，彼のサービスの一種と位置づけることので

きるものである。

まず最初に，賃貸論の方から見ていくことに

するが，それは次のように述べられている。

「いくつかの使用価値は，その性質上，商品

6) 山田氏は前掲論文で，商品の貸付を利子生み資本

の一形態と規定した際に，それに関連して「通常

リース・レンタルと呼ばれるものがこれである」

(192ページ）と述べている。しかしリース企業やレ

ンタル企業はその賃貸物をどうやって入手したの

であろうか？ 言うまでもなくそれは貨幣で購入

して入手したのである。そうであればこれらの企業

の資本形式は，少なくともその出発点は G,..._,(貸付）

ではなくて，商品の購入，すなわち貨幣の商品への

転化 G-Wでなければならない。そうだとすればこ

れらの企業の資本が利子生み資本とは言えないこ

とは明らかではないだろうか？ 同氏の説明を聞

きたいと思う。

第 55巻第1・2号

の実際の引き渡しとともにではなく，ただ一定

の期間それをゆだねておくことによってはじめ

て現実に譲渡されることになる。例えば家屋の

使用〔Gebrauch〕が一ヶ月間売られるばあいに

は，その家屋は月のはじめに持ち手を変えるけ

れども，その使用価値は一ヶ月を経過したあと

で引き渡し済となる。この場合には，使用価値

を事実上ゆだねることと，その現実の譲渡とは，

時間的に食い違っている……。」1)

ここでマルクスは，家屋の賃貸を，「家屋の使

用が……売られる」ととらえている。つまりこ

こでは賃貸を何等かの意味での売買ととらえ，
、、

そして売られるものは「家屋の使用」だと言っ

ている。この売られるという「家屋の使用」の

意味するものは必ずしも明確でないが，上記引

用の文脈から判断して，その指示するものは，

「一ヶ月を経過したあとで引き渡し済となる」と

いう場合の使用価値と見てよいと思うが，これ

は月はじめに実際に引き渡される家屋そのもの

という意味での使用価値，すなわち「使用価値

を事実上ゆだねる」という場合の使用価値とは

別物とされているから，それは家屋を使用する

ことによって得られるもの，その有用な作用な

いしは効果とでも推測されよう。

次に，これがマルクスのサービスの一種とし

て位置づけることが出来るというのは，次に見

る『経済学批判』や『資本論』の彼のサービス

1) 『経本学批判』杉本俊郎訳，国民文庫版， 187ペー

ジ。尚，訳文は引用者の責任で一部変更。この点は

以下でも同様。

『資本論』では同一趣旨のことが簡単に次のよう

に述べられている。

「ある種の商品の利用，たとえば家屋の使用

〔Benutung〕は一定期間を定めて売られる。その期

間がすぎてからはじめて買い手はその商品の使用

価値を現実に受け取ったことになる。」（『資本論』

(1), 238ページ）
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の概念，そのうちの一つに合致するからである。

「使用価値としては，商品は原因として作用

する。たとえば小麦なら食糧として作用する。

機械なら一定の関係で労働にとって変わる。商

品のこの作用，それによって商品ははじめて使

用価値であり消費対象であるのだが，この作用

〔Wirkung〕は，これを商品のサービス〔Dien-

st〕，商品が使用価値として与えるサービスとよ

んでよかろう。」2)

「サービス〔Dienst〕というのは，商品にせよ

労働にせよ，ある使用価値の有用な作用〔Wir-

kung〕にほかならない。」3)

以上のように『経済学批判』では「商品の……

作用」が，『資本論』では〔商品及び労働の〕有

用な作用」がサービスと規定されている。これ

らは「使用価値として」とか「使用価値の」と

いうことが強調されていることからもわかるよ

うに，その「作用」は対象の素材的な側面，ぁ

るいは有用な対象としての側面にかかわるもの

であり，したがってそれらは商品及び労働の使

用ないしは消費の過程で与えられるものである。

そしてこうした「有用な作用」は，家屋の使用

に際しても与えられるものであり，またこれを

得ることが家屋の賃借の目的でもあることから，

前に見た，家屋の賃貸において，実際の家屋引

き渡しの後「一ヶ月を経過したあとで引き渡し

済となる」という場合の使用価値，売られると

される「家屋の使用」もこのサービス，家屋と

いう商品の与えるサービスと解することが可能

であり，家屋の賃貸においては，賃貸という法

的形式のもとに家屋の提供する有用な作用，効

果という意味でのサービスの提供・販売が行わ

2) 『経済学批判』武田隆夫他訳，岩波文庫版， 36ペー

ジ。

3) 『資本論』 (1),336ページ。

れていると，彼は考えていると解釈できる。こ

れは当然家屋以外の耐久財の賃貸にも拡張可能

である。

もっとも，以上は彼が全く別の箇所で独立に

述べていることをわれわれの観点からつなぎ合

わせたもので，それは牽強付会との非難を免れ

ないかもしれない。確かに『経済学批判』や『資

本論』ではマルクスは，上述のサービスの商品

としての販売については論じていない。けれど

も周知の如く，商品として販売される労働の

サービスについては『剰余価値学説史』や『直

接的生産過程の諸結果』が盛んに論じ，また商

品の与えるサービスの販売については，『資本

論』第 2巻等で運輸業の販売する「有用効果」

論として展開されているから叫これらに関す

る限り，彼のサービス概念をもとにサービス商

品論を展開することは，彼の本意にも適うこと

である。そしてこれらと同じ分量ではないが，

耐久財の賃貸についても，これをサービスの提

供・販売として述べているところがあり，われ

われの解釈もあながち根拠なしとして退けるこ

とのできないものである。それをマルクスは『資

本論』第 2部第 1稿で次のように述べている。

「鉄道によってたえず売られているものは，
、、、、

それが提供する生産的サービスであって，それ
、、、、、、、、、、、、、、、、

はたとえば賃貸しされている原動機の場合と同
、、、、
様である。それを用いて生産される運動が売ら

れるのである。」5)

マルクスは以上の箇所に先立って，運輸業は

4) 運輸業の「有用効果」が彼のサービスの一形態，

すなわち商品の与えるサービスである点について

は，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年）の第 3節を参照された

し ~o

5) 『資本の流通過程一『資本論』第 2部第 1稿

一』中峯照悦他訳，大月書店， 1977年， 276ペー

ジ。
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「輸送される商品の（あるいはまた人の）場所

変更」という生産物を生産し，これを商品とし

て販売すると述べ叫その後で上掲のごとく鉄

道を例にとり，その販売商品は「サービス」で

あると言い，それに関連して賃貸されている原

動機に言及し，その点では後者と同じであると，

したがって原動機の賃貸では，それの提供する

「サービス」が販売されると事実上述べている

のである。これに基づくならば，同じ耐久財で

ある家屋の場合も，またその他の耐久財の場合

も，その賃貸をサービスの提供・販売と考える

について何等の支障もないであろう。そのよう

であれば，マルクスは利子論における，貨幣貸

付論的な耐久財の賃貸論に加えて，それとは正

反対ともいえる一一イ可故ならば，彼のサービス

概念は専ら使用価値的側面にのみ係わるものだ

からである一一賃貸論をもっていることになろ

ぅ。

以上で見て来たように，マルクスは耐久財の

賃貸を，耐久財の提供するサービスの販売とと

らえている。しかしわれわれも既に述べたよう

に，彼のこの賃貸＝サービス提供論は，彼自身

によって直接そのような形で主張されているの

ではなく，彼のサービス概念や賃貸について彼

が断片的に述べていることを，われわれがつな

ぎ合わせたものという性格を免れない。した

がってその当否を論ずるには限界がある。とこ

ろが実質的にはすでにマルクスによって展開さ

れている賃貸＝サービス提供論を，終始一貫し

た理論で展開した論者がいる。それは他の点で

はことごとく彼と対立したベーム・バーベルク

である。

6) 同前。

3. ベーム・バーベルクの賃貸＝

サービス提供論

ベーム・バーベルクは，「物質的財貨はそれら

に存する自然力の作用のために，あるいは……

それらのサービス〔Nutzleistung〕の提供のため

に……有用である」° と言う。すなわち物質的財

貨が提供し，「物質的財貨から獲得される……有

用な自然力の作用」2)を，物質的財貨のサービス

(N utzleistung der Sachgi.iter)あるいは物質的

サービス (SachlicheN utzleistung) と定義す

る3)。

このような定義の仕方からもわかるように，

彼のサービス概念は物質的財貨に限られない。

物ではなく人の提供する「有用な自然力の作用」

もまたサービスであり，彼はこれを人的サービ

ス (PersonlicheN utzleistung)と名付ける。要

するに人や物質的財貨が提供する「有用な自然

カの作用」がサービスであって4)5), 労働や商品

（物質的財貨）の有用な作用というマルクスの

サービス概念（ただし彼の用語は Dienst) と，

細部の表現は異なるがほぼ同じ内容をもってい

る。

そして物質的財貨のサービスすなわち物質的

サービスについて言えば，それぞれの財に固有

の性質のために，そのサービスの提供の仕方が

異なり，それに応じて財は異なる規定を受ける。

1) E. von Bohm-Bawerk, Positive Theorie des 
Kapitales, Vierte Aufl. Verlag von Gustav Fis-
cher 1921, S. 410. (以下， Positiveと略記する）

2) E. von Bohm-Bawerk, Geschichte und Kガtik
der Kapitalzins-Theoガen,Vierte Aufl. Verlag 
von Gustav Fischer 1921, S. 203. (以下， Geschichte
と略記する）

3) Ibid., S. 203. 

4) ベームがサービスに相当する語として，経済学の

文献では馴染の深かった Nutzungや Dienstの語

を採用しないで Nutzleistungの語を採用した理由

については， Geschichte,S. 203及び同ページ脚注 2
を参照のこと。
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一連の財は「ただ一つのサービスを提供するこ

とができるように， またそのサービスにおいて

それらの有用な実体が使い尽くされるように，

技術的に構成されている」6)すなわち一度の

サービス提供によってその提供能力を喪失する。

この種の財が損耗財（非耐久財） である。他方，

一連の別の財は長短の期間にわたり「いくつか

の連続的なサービスを提供することができ

る」7), すなわち「多くのサービスを長短の期間

に継続的に発揮するという仕方で提供し，

がって最初の使用行為の後でも，また数回の使

した

用行為の後でもそれらはさらなるサービス提供

能力を保持」8)する。

る。

とは異なって，

この種の財が耐久財であ

こうした耐久財の特色は，一度のサービスの

提供によってその提供能力を喪失する損耗財が，

財そのものとそのサービスとを分離できないの

サービスの財そのものから分離

5) ベームのサービス概念が人と物とを包括するも

のであることを，彼は次のように述べている。

「われわれの福祉は，一方においてわれわれに

とって（教師，官吏，聖職者，芸術家，労働者，奉

公人等の如き）有用な人々によって，他方では有用

な諸物にさつて，増進される。そし了両考り効用は、、、、、、
それらの有用な力の発揮，すなわちサービス〔Nutz-
leistung〕を通してわれわれに到達する。福祉の物質

的手段の領域では，われわれは物とそのサービスと

をともに経済的対象として取り扱うが，その人的手

段の領域では，奴隷制の廃止以来，有用な人それ自

身ではなく，そのサービスのみを経済的対象として

扱う。このようにして〔欲求〕満足の経済的手段の

図式は，おおよそ次のような形をとることになる。

欲求〔満足〕の経済的手段

ぃ
inm)

（有用な人々 ）
，・、

人的サービス

Personliche 

N utzleistungen 

Ibid., S. 410. 
Ibid. 
Geschichte, S. 204. 

物質的諸財貨
、.'

物質的サービス

Sachliche 
N utzleistungen 

」(Positive,S. 411) 

を可能にする。そこでベームは，

財のサービスの特色と，もう一つ，「具体的な人

間的欲求の満足は財のすべての有用な実体を消

費し尽くすことを要求しているのではなく，

つ一つの物質的サービスの提供を要求している

にすぎない」9) という理由をもとに，「〔サービス

は〕われわれの欲求の満足に関して独立の意義

を獲得」し，「実際の経済的生活においてもこの

独立性が見落とされることはない」10) と言い，
、、、、、、、、、、、、、

また「サービスが財自体から明確に区別される

より小さな経済単位を構成し，経済的独立性を

獲得する」11) と述べて，

こうした耐久

サービスの経済的独立

性を主張する。そしてこれがもとで「〔サービス

を〕独立の商取引の対象とすること」12)になり，

それは財の賃貸という形式のもとに行われると

する。再びベームの言うところを引けば，「ある

一つの限定された〔欲求〕満足の行為の実行の

ために，個々のサービスを財の有用な実体から

分離することが可能であり，同一の財の個々の

サービスは，独立にそして別々に処分されうる。
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
単一のサービスあるいはひとまとめのサービス
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
が，おなじみの賃貸契約……に見られるように，
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
他の人々に独立に譲渡され……あるいは販売さ

Ibid., S. 205. 

ベームのこうした考えは，財の経済的本質は，そ

の提供するサービスにあることを主張するものだ

が，彼はその点を次のようにも述べている。

「われわれは，一般に財を，単にそれから期待さ

れるサービスのために評価しまた欲する。サービス

はいわば……財の経済的本質を構成する。財それ自

体は単なる物的外皮にすぎない。」，「財そのものが

獲得され譲渡されるところでは，このような譲渡の

経済的本質は物質的サービスの獲得と譲渡，正にこ

れらのサービスの全量の獲得と譲渡である。」，「財

それ自身の譲渡は，確かに事の性格上目につきやす

いが，しかし随伴的かつ限定的な，単なる形式を構

成するにすぎない。財を買うことは経済的に言えば

その物質的サービス全部を買うこと以外のなにも

のをも意味しえない。」（以上， Geschichte,S. 206) 
10) Ibid. 
11) Positive, S. 410. 

12) Geschichte, S. 205. 

9) 
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れる。」13)

以上のように，ベームは，人や物質的財貨が

提供する有用な自然力の作用というサービスの

概念と，耐久財の提供するサービスが経済的独

立性をもつということとをもとに，耐久財の賃

貸関係をそのサービスの提供・販売ととらえる

ことを主張している。彼のサービスの概念がマ

ルクスのそれと酷似していることは既に述べた

ところだが，耐久財の賃貸をサービスの提供・

販売ととらえる点も同様である。しかし前節で

述べた通りマルクスの場合，賃貸＝サービス提

供論は明確な形では展開されていなかったのに

対して，ベームの賃貸＝サービス提供論は，彼

のサービス概念を出発点として一貫した理論構

成のもとに展開されている。その意味では彼の

賃貸論は，実質的にはマルクスの考え方を発展

させ，それを完成させたものと評価できるもの

である。

だがそうであるが故に，マルクスの賃貸＝

サービス提供論をもとには不可能であったこの

種の賃貸論の欠陥の解明も，ベームの主張を検

討することによって行うことができる。われわ

れは，彼のサービス概念はそれ自体としては一

応事実に則したものであると考えるし，また，

ベームの言う意味でのサービスの独立性を認め

ることも吝かではない。そしてベームの主張は，

後者をもとに，サービスは財そのものとは分離

して取引できるから，それが取引対象となり，

販売されるとするものであるが，かかるサービ

スの独立性を認めたとしても，このサービスの

提供と享受の実態と賃貸関係の内容を考慮する

と，彼の主張には疑問を呈さないわけにはいか

ない。

13) Positive, S. 410. 

第 55巻第 1・2号

耐久財のサービスは，財が提供する，その「有

用な……作用」であるが故に，それは経済的独

立性をもつとは言っても，時間的空間的に財か

ら独立しては存在しえないという制約をもって

いる。だから，サービスの需要者の観点から見

れば，このサービスを享受するためには，サー

ビスを発する耐久財それ自体と，時間的空間的

にそれの享受可能な関係に自分自身をおかなけ

ればならない。たとえば家屋のサービスの享受

のためにはその家屋に住まなければならない。

このことは広い意味で財を使用することであり，

この使用の過程でサービスは提供され，享受さ

れる。

さらに，いま例に挙げた家屋等の耐久財は，

そのサービスの提供に際して，人間が操作や制

御を行う等の，財に対する直接的な使用行為を

必要としない一家屋の雨つゆを凌ぎ，外気の

影響から身体を守るといういわば防護のサービ

スは，人間が直接何かをすることなく，つまり

家屋のなかに居りさえすれば提供され享受され

る一一＿が，それら以外の機械類等の耐久財では，

人間がそれを操作し制御する等の狭い意味での

財の使用行為によってサービスは初めて発生し，

したがってそれは耐久財を使用する人間によっ

て提供され，享受される。

以上のような耐久財のサービスの提供，享受

の諸関係を考慮するならば，耐久財の非所有者

によるそのサービスの享受に際しては，享受以

前に，あるいは享受の前提として，耐久財を，

広い意味でも，狭い意味でも，サービスの需要

者の使用可能な状態に置くということが必要で

ある。これは物理的な財への近接というだけで

なく，社会関係としても必要である。かかる社

会関係として財を需要者の使用可能な状態に置

くということ，すなわち財の使用権のサービス
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の需要者への移転が行われなければ，所有者で

はない需要者が財を使用してサービスを享受す

るということは不可能である。

もしここでそのような権利の移転が存在しな

いとしたら，つまり売買において行われる所有

権の移転だけが財を対象とした権利の移転であ

るとしたら，賃貸では財の権利の移転はありえ

ないし，財が取引対象となることもない。しか

しそれは事実に反する。現実には財の使用権の

みの移転が行われており，それこそが賃貸関係

の基本的内容をなしているのである 14)。ところ

がベームは，事実上財の所有権の移転だけを財

の権利の移転と考え，賃貸関係のこの不可欠の

内容を看過ないしは無視している 15)。しかし無

視しなければ，彼が言うように賃貸取引におい

て借手の目的とするものが財そのものではなく

その提供するサービスにあり，またそのサービ

スがそれを発する財そのものとは独立している

としても，その享受のためにはまず財の使用権

を取得する必要があり，したがって使用権の対

14) 16) 因みにわが国の民法は賃貸借の意義を次のよ

うに規定している。

「賃貸借ハ当事者ノ一方力相手方二或ル物ノ使用

及ヒ収益ヲ為サシムルコトヲ約シ相手方力之ニソ

ノ賃金ヲ払ウコトヲ約スルニョリテ其効カヲ生ス」

（民法第601条）。「賃貸借は借主が目的物の所有権

を取得せずに単にこれを使用・収益してその物自体

を返還すべき賃借契約の一種である」（我妻栄・有泉

享『民法 II・債権法』一粒社， 295ページ）。「賃借人

は目的物を使用・収益する権利を有する。これは単

に雇主や委任者の権利のように相手方の行為を要

求することを本体とするのではなく，目的物を直接

支配することを本体とする」（同前， 299ページ）。
15) ベームは，耐久財のサービスの譲渡に関し，賃貸

借の種々の形態を挙げ，「事実としてこれらの諸取

引形式が，財が可能にするサービスの一部が，別々

に，また独立に譲渡されるという事態と一到してい

ることが容易に理解されよう。それは，その後に期

待される残りのサービスが……財の所有者の手中

に財本体の所有権とともに残っているにもかかわ

らずなされる」 (Geschichte,SS. 205-6)と述べてい

るが，ここでは所有権への言及はあっても，賃貸借

における不可欠の要素である使用権に関しては何

等言及するところがない。

象たる財そのものを取引の対象としなければな

らない。そうだとすれば，サービスが取引の対

象となることは，まずこのことによって否定さ

れる。

さらに近代社会においてはどこの国でも，賃

貸関係における使用権の移転の効力は，その対

象物の使用によって生ずる経済行為の諸成果の

借手への帰属である 16)。例えば借りた土地を耕

して収穫した農作物は借手の所有物である。そ

うだとすると，上で述べたように，耐久財のサー

ビスは広い意味でも狭い意味でもその使用の過

程で発生し，それは財の使用権の借手への移転

後に生ずることであるから，サービスは最初か

ら借手のものであって，貸手が借手に譲渡する

ものではありえない。さらに借手の狭い意味で

の使用によってつくりだされる種類のサービス

は，借手がつくりだしたという意味においても

貸手が借手に譲渡するものとはなりえない。か

くて以上の理由からも，耐久財の賃貸において

はその提供するサービスが取引対象であるとい

うことは否定される。

以上のように，ベームの言うサービスの提

供・享受の実態と，賃貸関係の内容を考慮する

ならば，彼が主張するサービスの財からの独立

性を承認したとしても，それが取引対象となる

とは言えない。この故に，耐久財の賃貸におい

ては，彼の言うサービスが商品として提供・販

売されているとは言えない。この意味ではサー

ビスの財からの独立性は，それが賃貸において

取引対象となり，商品として提供・販売される

か否かということには直接の関係をもたない。

むしろこの問題で重要なのは，賃貸関係の内容

がどのようなものであり，それとの関係におい

て何が取引対象となり，商品として販売されて

いるかを問うことである。ところがベームの議
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論に特徴的なのは，一切それを無視するという その有用な働きである労働が『サービス』であ

ことである。この無視が根底にあり，それとサー る。『人的サービス』とは，人間の労働によって

ビスの財からの独立性という要素の強調とが相 行われるサービスの一類型である。家政婦業や

侯って，サービスの商品としての提供・販売と マッサージ業は，その典型である。/TV受像機

いう，賃貸の誤ったとらえ方が生じたものと言 （耐久財）は『物』であり，それが画像や音声

えよう。 を出すことが『サービス』〔『物的サービス』〕で

4. 野村清氏及ぴ長田浩氏の賃貸＝

サービス提供論

賃貸＝サービス提供論を比較的最近において

展開し，またそれに基づいて現実の賃貸活動を

詳細に分析している論者に，野村清氏と長田浩

氏がいる。そして，両氏ともその基本理論はほ

ぼベーム理論と同ーである。

まず野村氏は「『サービス』とは『…利用可能

な諸資源（『もの』）が有用な機能を果たすその
、、、、、、、、

働き』を言う。つまり『サービス』とは『もの』
、、、、、、、、、
の『機能』のことである」1) と，サービスを定義

する。そしてこの「資源」である「もの」には，

人間と物質的財貨である物，そして「システム」

があり，同氏の「サービス」とは，これらの諸

資源を源泉とする，それらの「有用な機能を果

たす働き」あるいは「機能」である。野村氏は，

その各々について，人間を源泉とする「サービ

ス」すなわち労働を「人的サービス」，物を源泉

とする「サービス」を「物的サービス」，そして

「システム」を源泉とするものを「システム的

サービス」と名付けている乳因に前 2者につい

て，野村氏は，「人間は『もの』の一種であり，

1) 野村『サービス産業の発想と戦略ーーモノから
サービス経済へ』株式会社電通， 1983年， 109ペー
ジ。

2) 同前， 40ページ。尚，「システム」とは，「言語，
数式，情報，ノウハウ等の抽象的に把握されるシス
テムのすべてを指す」（同前）と規定され，それを源
泉とする「システム的サービス」とは，具体的に
は，テレビで放送されるニュース（同前， 38ページ）
等である。 ‘ 

ある」”と述べている。

以上のような野村氏のサービス概念が，「シス

テム的サービス」を除けば，ベームのサービス

概念とほぼ同様であることは容易に見て取れよ

ぅ。また同氏は，サービスの源泉たる「もの」

と「サービス」との関係を，「もともと，『もの』

と『サービス』は一体化しているもので，不可
、、、、、、、、、、

分の関係にある。『もの』を取得するのは，その
、、、、、、、、、、、、、、、、、

『もの』の機能（すなわちサービス）を享受す
、、、、、、
るためである」叫あるいは「物財（広義）は，

それ自身だけで存在できるが，有用な機能を果

たす働き（すなわちサービス）を内包していな
、、、、、、、、、、、

ければならない。物財（広義）も結局は使用さ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
れる（すなわちサービスを発揮する）ために存

在ナからをおえ」5)等と述べていることからも

分かるように，サービスの経済的規定性を主張

する点も，ベームと変わらない。

そして，われわれの関心は，物の中の耐久財

を源泉とする「物的サービス」にあるが，野村

氏は「TV受像機（耐久財）は『物』であり，そ

れが画像や音声を出すことが『サービス』〔『物
、、、、、、、、、

的サービス』〕である。物の機能だけを売る（す

なわち『物的サービス』を売る）商売が，物品
、、、、、、、、、、、、
賃貸業や住宅賃貸業である」6) と述べ，あるいは

「サービス財」すなわち商品として販売される

3) 同前， 109,..._,110ページ。尚，／は，原文における改
行を表す。

4) 同前， 41ページ。
5) 同前， 67ページ。
6) 同前， 109,..._,110ページ。
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「サービス」に関して，「『サービス財』には，物

的サービス財，人的サービス財，システムサー
、、、、、、、、、、、、

ビス財がある。物的サービスについては……機
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
能のみを売買するときがこれにあたる。物品の
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
レンタルやリース，遊園地，パチンコやビリヤー
、、、、、、
ド等々である」”と述べて，耐久財の賃貸を，「物

的サービス」の提供・販売と規定し，賃貸業を

「物的サービス」を商品として販売するサービ

ス業と規定している。勿論この点もベームと変

わらない。

問題は，賃貸をどういう理由からかかる「物

的サービス」の提供・販売ととらえるのかとい

うことである。われわれも「物の機能」

存在は認めるし，

めていい。

と言う

意味でのサービスの物そのものとは区別される

また経済的にはこのサービス

が規定的であり，借手がこの「物的サービス」

の取得ないしは享受を目的に賃借することも認

しかしこれらのことだけでは，

ムの賃貸論に関しても述べた通り，賃貸におい

てこのサービスが商品として販売されている，

すなわちそこでは「物の機能だけを売る」

「機能のみを売買する」

遺憾ながら野村氏も，

ろがない。

拠しつつ，

とに，

ベー

こと，

ことが行われている，

と主張するには，証拠不十分なのである。だが，

ベーム同様説明するとこ

次に，長田浩氏は，野村氏のサービス論に依

しかし用語的にはマルクスの『経済

学批判』及び『資本論』のサービス概念を援用

し，同氏のサービス論の一環として，野村氏と

同じ主張をしている。

長田氏はマルクスの上記のサービス概念をも

サービスを人や物を提供主体とする，

れらの「有用的働き・作用」8) と規定する。そし

そ

てこの物を提供主体とするサービス，すなわち

物の「有用的働き・作用」が，

氏の「物質的サービス」あるいは「物的サービ

ス」に相当するものであるが，彼等同様同氏も，

耐久財の提供するこのサービスが，賃貸におい

ベーム及び野村

て商品として提供・販売されていると主張する。

具体的には長田氏は，

と「対物自己サービス」

する。それによれば，前者は，「有用な機能を発

サービス」

働き・作用〕

これらを，「対人自己

として説明

する源泉たる物財や施設を賃借することにより，

消費者（享受者）自らが物質的財貨や施設を利

用して自らの心身にサービス〔物財等の有用的

を受ける」ものであり，後者は，

「物財や施設を賃借し利用する個人・組織が，

それらの物財・施設の有用的働き・作用（＝サー

を物財の上に及ぼすことを自ら行う」もビス）

のである究 これらはサービスの行われる対象

という点から区別したものだが，いずれも賃貸

による耐久財の利用を，その財を提供主体とす

るサービスの提供・販売と規定するものであり，

賃貸業は商品として，賃貸物である「物の有用

的働き・作用」という「サービス」を提供する

というものである。

そこで問題は， ベームや野村氏の場合と同じ

く，耐久財の賃貸をこのようにとらえるべき理

由いかんということであるが，長田氏の場合も

彼等同様その点は明確でない。ただ，同氏の場

合，賃貸について， そこでは「その物の所有権

は問題とならずに，物に含まれている機能のみ

が取引対象となっているのである。所有権は，

終始供給者の側にあって，移転することはな

ぃ」10) と述べ，具体例として貸しレコードにつ

m
 

同前， 53,..___,54ページ。

8) 長田「『サービス』『サービス労働』の一般概

念」， 17ページ。

9) 以上，同前， 27ページ。

10) 長田「現代サービス業の一考察」， 20ページ。
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いて，「貸しレコード店から借りてきたレコード
、、、、、、、、、、、

で音楽を楽しむ場合，レコード盤の機能（音声
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
を発すること）のみが取引対象（サービス財）
、、、
となるのであり， サービスの提供主体は物（レ

コード）である」11) と述べていることを参考に

するなら，同氏がどのような考え方をしている

かは，おおよその見当はつく。すなわち同氏は，

「〔賃貸物〕の所有権は…移転することはない」

ということを理由に，賃貸における取引対象を

これをもとに取引対象賃貸物ではないと考え，

は賃貸物の機能であるサービスであると考えて

いる， と解される。だがこれは，賃貸における

使用権の移転という，

I.,) 

゜

用権とから成り，

おかれるのであり，

るところである。

その基本的内容を看過な

いしは無視する以外の何物でもないのである。

売買では法的関係からいえば財の所有権の移

転が行われる。そしてこの所有権の対象物であ

る財が売買取引の対象物，販売物である。これ

に対して賃貸では財の所有権の移転は行われな

しかしだからといって，何等の権利の移転

も行われないのではない。所有権は処分権と使

売買ではこの二つの権利を併

せた所有権の移転が行われるのに対して，賃貸

ではそのうちの処分権は貸手に保留されるが，

使用権は借手に移転される 12)。かかる権利の移

転が行われるからこそ，借手はその権利のもと

に賃貸物を自由に使用することができる状態に

これこそが賃貸の目的とす

したがって賃貸における取引

の対象物は明らかに賃貸物なのである。

恐らく長田氏は，所有権の移転が行われなけ

れば，何等の権利の移転も行われないと誤解し

ている，あるいは所有権の移転だけが権利の移

11) 同前， 15ページ。

12) 賃貸借の内容とその特色，及び売買との相違等に

ついては，村上・公文・熊谷『経済体制論』（岩波書

店）の第 2章「経済システム」を参照されたい。

転であると誤解しているのではないか。だから

所有権の移転が行われない賃貸では賃貸物につ

いて権利の移転は行われず，取引対象は賃貸物

ではないと考えたのであろう。

たように，

しかしいま述べ

それは間違っている。 したがって取

引対象は賃貸物ではないということをもとに主

張されている，取引対象は賃貸物の機能である

という主張も間違っていると言わなければなら

ない。

さらに言えば，前節でも述べた通り，賃貸契

約における使用権移転の効力は，賃貸物を使用

した経済行為の諸成果は借手に帰属するという

ことである 13)。他方，「有用的働き・作用」であ

るサービスは，明らかにその使用の過程で生ず

るものであるが，賃貸物を使用するのは貸手で

この借手に賃貸物の使用権

は移転されている。そうである以上，借手の使

用によって生ずる賃貸物の「有用的働き・作用」

その発生からして使用者である借手に属す

したがってそれは賃貸業者の販売する商品

はなく借手であり，

は，

る。

とはなりえない。

と）

ることができ，

この故に，賃貸をかかるサー

ビスの提供・販売と規定することも，賃貸業を

かかるサービスを商品として販売するサービス

業と規定することも妥当でないと言わなければ

ならない。

かくて「レコード盤の機能（音声を発するこ

のみが取引対象となる」 というのは明らか

に事実誤認である。レコード盤そのものが賃貸

契約の取引対象である。そしてこの契約におい

てレコード盤の使用権を譲渡されたが故に，客

はそれを機能させて音声を発することに利用す

その「機能（音声を発すること）」

すなわちサービスを亨受することができる。そ

13) 賃貸借の法的規定については，前節注14及び16を
参照されたい。
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して賃貸物の使用によって生ずる効果は，使用

権の保有者たる借手に属するから，「レコード盤

の機能（音声を発すること）」たるサービスは発

生からしてすでに借手のものであり，借手が購

入すべき取引対象とはなりえない。

長田氏も， ベーム同様，賃貸関係の内容がど

のようなものであるかを全然見ようとしていな

い。そのために賃貸においてはサービスが提

供・販売されるという考えに至っている。そう

でないとしたら， 自己の賃貸＝サービス提供論

それを無視していると言う他ない14)0 のために，

5. 賃貸の分析 (1)一~固定資本の

「使用価値の喪失」論と賃貸

これまでに，耐久財の賃貸を貨幣の貸付とと

らえることも， またサービスの提供・販売とと

らえることも，妥当性を欠くことを明らかにし

た。では， どのようにとらえるべきか。結論を

先廻りして言えば，後者の考え方と同様，何等

かの対象の提供・販売ととらえることができる

というのがわれわれの考え方である。

以下，賃貸において一体何が商品として提供

され販売されているかを解明して行きたいが，

ただその場合，誤解無きよう， その意味すると

ころをあらかじめ説明しておきたい。それは，

そもそも賃貸は売買ではないのだから，文字通

り賃貸において何が商品として提供され販売さ

れているのかを問おうとするものではないとい

うことである。われわれが意図するところは，

賃貸において行われている，耐久財ら二時的提

14) 長田氏の賃貸論には，本稿で検討した点以外にも

多数疑問点がある。また賃貸論以外にも，同氏の

サービス論には疑問がある。それらについては，拙

稿「長田浩氏のサービス論ー一批判的コメント

ー」（『政経研究』 No.59, 1989年，所収）を参照

されたい。

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
供ということを，売買の論理でとらえ，実質的
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
に売買の一種ととして位置づけることができる
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
か否か，できるとすれば，何がそこで販売され
、、、、、、、、、、、、、、、
ているととらえることができるか， を問うこと

でしかない。

さて， この問題を論ずるには，耐久財の賃貸

の内容を十分に理解する必要がある。単に貸手

から借手への貨付だけを見てはいけない。貸付

から返却に至る全過程を見なければならない。

借手は賃借によって一定期間耐久財の使用権を

得る。彼はそれを破損させたりしない限り，期

しかし通常はそ限まで放置することもできる。

れを使用するために賃借し， 一定期間の使用の

後返却する。返却するものは借りた耐久財その

ものであり，同一の耐久財である。 しかし，借

りたのと同じ耐久財を返却すると言うのは，厳

密に言うと正しくない。例えば生産企業が機械

を1年間借り，同じ機械を 1年間の使用の後に

返却するとき，機械の機能や性能に変化がない

としても， この機械の寿命は確実に 1年だけ縮

この意味で返却された機械は貸付まっている。

られた機械と同ーではない1)。要するに，貸手か

ら借手に財が一定期間提供され，後者はそれを

使用する。その間に財の寿命はその分だけ縮

まっている。 そして貸手には寿命の縮まった財

が返却される。

ある。

これが耐久財の賃貸の全過程で

そこで考えて見たいのは， その使用による財

の寿命の短縮という結果を伴う財の提供が経済

的には何を意味しているのかということである。

1) この点は，賃貸期間が耐久年数の最後の一年であ

るケースを考えればより明白である。その場合に

は，賃貸期間を終えた機械は，以前は機械であった

が，それは寿命を終え，今は只の屑鉄にしか過ぎな

くなる。姿形は以前と同一ではあっても，それはも

はや機械ではなくなり，別の財~」えば製鋼の原
料—になってしまっている。
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その損耗を意

味している。そして周知のように，『資本論』は

「使用価これを，固定資本の価値移転における

値の喪失」

マルクスは生産手段から生産物への価値移転

一般に生産手段は使用価値の消費な

いし喪失とともに生産物へその価値を移転する

と規定する。つまり生産物への価値移転はその

労働過程における使用価値の損耗に基づくと規

しかし，原料や補助材料の場合

は，生産物の基体あるいはその一部となったり，

あるいは燃料の如く文字通り損耗して，

第 55巻 第 1• 2号

その使

一挙にではなく， 一部づつ使用価値を失うと考

えられている。そして，次の引用はその点をもっ

と明確に述べている。

「ある労働手段，

平均してどれだけ長もちするかは経験によって

知られている。労働過程での機械の使用価値が

6日しかもたないと仮定しよう。そうすれば，
、、、

その機械は平均して 1労働日ごとにその使用価
、、、、、、、、、、、、
値の六分の一を失ってゆき，したがって毎日の

生産物にその価値の六分の一を引き渡すことに
、、、、、、

このような仕方ですべての労働手段の損
、、、、、、、、、、

たとえばその毎日の使用価値の喪失とそれ

なる。

耗，

たとえばある種類の機械が，

用価値を消費し喪失すると言っていいが，耐久

生産財である労働手段は，耐用年数が切れるま

で，全く同じ姿態を労働過程で維持し，

したがってその間は労働手段は

損耗しない。けれどもその価値は一定期間毎に

に応じて行われる生産物への毎日の価値引き渡

しは，計算されるのである。」5)

また機

能しつづける。

一部づつ生産物へと移転される。そこでその場

合の価値移転は何に基づくのかという問題が生

挙にではなく，

ずるが，彼は，労働手段は，原材料のように一

一部づつその使用価値を喪失し，

それに応じて価値を移転すると規定する 3)。そ

の点を例えば次のように述べる。

「不変資本のこの部分〔労働手段〕は，

自身の使用価値とともにそれ自身の交換価値を

失うのに比例して，生産物に価値を引き渡

それ

す。」4)

されるように，労働手段は，原材料とは違って

2) 「ある使用価値が新たな使用価値の生産のために

合目的的に消費されるかぎり，消費された使用価値

の生産に必要な労働時間〔すなわちその価値〕は，

新たな使用価値の生産に必要な労働時間の一部分

をなしており，したがって，それは消費された生産

手段から新たな生産物に移される労働時間〔価値〕

である。」（『資本論』 (1),348ページ）

6日もつ機械は，

つきその「使用価値の六分の一を失ってゆ〔＜〕」

と述べる。そしてこれを「使用価値の喪失」と

マルクスはここで，

呼び，

1日に

それは「労働手段の損耗」を意味してい

る。すなわち労働手段の損耗は， 一定期間毎の，

一部づつの「使用価値の喪失」であり，労働手

、、、、、、、、
以上では，「使用価値とともにそれ自身の交換

、、、、、、、、
価値を失うのに比例して」とあることから推察

3) マルクスには，労働手段はその耐用期間が終われ

ば，原材料等と同様に「使用価値」は消費されるか

ら，それに基づいて，その価値は全期間の生産物へ

移転されるという説明もある。

「労働手段が役立つ全期間を，それが作業場に

入ってきた日から，がらくた小屋に追放される日ま

でにわたって考察するならば，この期間中にその使、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
用価値は労働によって完全に消費されており，した

がってその交換価値は完全に生産物に移っている。

たとえば，ある紡績機械が10年で寿命を終をったと

すれば， 10年間の労働過程のあいだに機械の全価値

は10年間の生産物に移ってしまっている。」（『資本

論』 (1),353ページ）

しかし，これでは，耐用期間内の一定期間の価値

の移転は説明できない。労働手段の全価値を耐用期

間で割って一定期間の移転価値を決定するという

であれば，それは単なる計算の問題で，理論的には

不可能と考えることを意味する。けれどもマルクス

は，本文でも見るように，これを理論的にも根拠づ

け，一定期間毎の「使用価値の喪失」に基づいて，

その価値移転を説明している。

4) 『資本論』 (4),256ページ。

5) 『資本論』 (1),354ページ。
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段は， 一定期間毎に，

失うのである。

しかし，かかる労働手段の「使用価値の喪失」

とは，一体何を意味するのだろうか。原材料が

使用価値を喪失するのとは明らかに異なる。機

械は耐用期間の 6日間にわたり同じ独立の姿態

を維持し，同様に機能し続ける。

日毎に機械の六分のーが使用不能になるという

したがって 1

ことではない。また機械の性能が劣ってくると

いうことでもない。仮にそのようなことがない

場合でも生産物への価値移転は行われるからで

ある。いずれにせよマルクスは，労働手段の「使

用価値の喪失」の意味するところを何も説明し

ていない。

し)

゜

一部づつ「使用価値」を

しかし，生産物への一定期間毎の，

その一部づつの資本価値の移転が存在する以上，

その基礎としての一定期間毎の，一部づつの「使

用価値の喪失」は，必ず存在しなければならな

またそうである限り，失われるという「使

用価値」も，それが何であるせよ，有意味なも

のとして存在しなければならない。

そしてわれわれがここで注目したいのは，

生ずるということである。

のだったのであり，

ければ失わさせることはできないのだから，

こ

うした「使用価値の喪失」は，賃貸において貸

手から借手に提供される耐久財にも全く同様に

しかも，失われると

いう「使用価値」は，賃貸する以前は貸手のも

それは借手のものとならな

そ

れは貸手から借手へと譲渡されるものであると

の解釈を許す。そうすれば，賃貸において行わ

れている耐久財の一時的提供を， この「使用価

値」の貸手から借手への譲渡ととらえることが

できるのである。

では，この「使用価値」とは何と考えられる

か。結論を先回りして言うと，それは耐久財と

は対照的な非耐久財との比較において明らかに

なる，耐久財の一定量である。

種々の財はその素材的ないしは物体的特性に

応じて量が計られる。それは個数であったり重

量であったり，あるいは体積であったりする。

その点は耐久財も非耐久財も変わらない。

台必要であり，

しか

し財の経済的意義は単にその素材的，物体的性

状にあるわけではない。それを基礎としつつ，

その財のもつ有用性のために，何等かの欲望の

満足，何等かの用途へ，使用することができる

という点にある。したがってその量も，こうし

た経済的意義を正確に反映するように計られな

ければならない。

いま生産に使用されるある機械が 1台あり，

それが 1日の使用で損耗する すなわち非耐

久財である一ーとしよう。同じ生産活動を続け

るためには，次の日は同種の別の機械がもう 1

6日続けるには 6台必要である。

これに対してマルクスの例の機械と同じく，同

種の 6日もつー一すなわち耐久財である一一ー機

械があるとしよう。この機械は 6日間，他の機

械との置き換えを必要とすることなく，使用し

続けられる。その 6日にわたる使用は， 1日し

かもたない機械を毎日 1台づつ合計6台使用す

るのと同じである。 したがってこの機械 1台は，

1日しかもたないものと比べればその 6台分に

相当する。すなわち 6日もつ機械は素材的，物

体的には 1台しか存在しないけれども， その使

用という経済的観点からは 1日しかもたない機

械の 6倍の意義をもつ。

を素材的，物体的な単位で数えるならば両方と

ところがこれらの機械

も1台としか数えられず，その違いはとらえら
、、ヽヽ，ヽヽ、、、、、

れない。つまり耐久財は，その量を素材的，物
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
体的な単位だけで計っていたのでは，それは非
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
耐久財と同じように扱うことを意味する。それ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
は耐久財のもつ非耐久財とは異なる意義をとら
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、、、、、、、、、、
えたものとは言えない。

それをとらえるためには，以上で示したよう

に，耐久財はその耐久期間（時間）の長短に応

じて量的意義を異にするのであるから，その量

は素材的，物体的単位だけでなく，時間を単位

（単位使用期間，例えば 1日， 1月， 1年等々 ）

としても計られなければならない。例えば先の

6日もつ機械は，素材的，物体的単位で計るな

らば 1台だが，時間（日）をも単位として計る

ならば 6日・台と表される。そしてこのように

表すことによって初めて， 1日しかもたない，

したがって 1日・台の機械に対して 6倍の量的

意義をもつこと，つまり 6台に相当するするこ

とが， とらえうるのである。

そして， この機械 1台，すなわち 6日・台の

機械を 1日使用すれば，それは 5日・台の機械

に変化する。その財量は 1日・台だけ減少する。

すなわち使用によって 1日・台の機械が失われ

る。ここまで来れば，われわれが言わんとする

ことが何であるか，見当がつくと思うが，それ

は，マルクスが述べていた，一定期間毎に，

部づつ失われる，労働手段の「使用価値」とは，

以上で述べてきた，時間を単位として計った財

の一定量であるということである。

いま，この機械が販売されるとすると，それ

は単に 1台の機械の販売であるだけでなく， 6 

日・台の機械の販売である。したがって売買と

は，時間を単位として計った財の全量の一挙販

売であると言える。他方，この機械が 1日賃貸

されるとすると，物的には賃貸されたものがそ

のまま返却されるが，この機械の財量は借手の

使用によって，その間に 1日・台だけ減少し，

残りの 5日・台の機械が返却されることになる。

したがってそこでは 1日・台の機械が借手に譲

渡されていると言える。だから賃貸は，法的に

第 55巻第 1・2号

は，貨幣の支払いと引き替えに，財の使用権を

一定期間借手に移転し，賃貸物を一時的に借手

に提供するということを内容としているが，そ

の経済的実質は，貨幣と引き替えに，時間を単

位として計った財の一定量を借手に譲渡するこ

とである。他方，貨幣と引き換えに何等かのも

のを譲渡することを売買と考えるならば，以上

のような内容をもつ賃貸も，実質的に売買とと

らえることが可能である。そこにおいては時間

で計った財の一定量が商品として提供され販売

されているのである。

さらに，いま貸手が賃貸物を購入し，それを

借手に貸し付ける賃貸企業を考えるならば，そ

れは賃貸を通じて，購入した財を，一部づつで

はあるが，販売するのであるから，その活動は

商業の一種と規定される。したがって賃貸企業

は商業資本の一種と規定される。

6. 賃貸の分析 (2)—耐久財の保守・

修復と賃貸

耐久財は，非耐久財と違って，繰り返し，ま

た長期にわたる使用が可能である。ただ，そう

は言っても，通例そうした状態の維持には，多

かれ少なかれ整備をしたり，修理をする等，何

等かの活動を必要とする。家具や家屋等の耐久

財は，その使用可能状態の維持を主として素材

的耐久性に依存し，通常の使い方ではほとんど

必要としないが，複写機や電算機等の耐久財は

それだけでなく定期的な点検・整備・修理等に

よる保守が不可欠であり，それにより多く依存

している。

またおしぼりやおむつ等， リネンサプライ業

の賃貸物となるような耐久財は，一度使用すれ

ば汚れてそのままでは使い続けられなくなり，

繰り返し使用するには，洗濯し消毒し乾燥する
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等して，再び使える状態にしなければなない。

この場合は素材的耐久性はその使用可能性の基

礎であるにすぎない。繰り返し使用できるため

には，使用のつど繰り返し使用できる状態に修

復しなければならない。それは，何等の活動を

行なわなくても使用可能な状態が維持できる家

具等とは勿論のこと，そのために保守活動を要

とする複写機等の場合とも異なる。われわれは

こうした耐久財を修復利用財と呼ぶことにする

が，同じ耐久財とは言っても，家具等とこれら

修復利用財は，その使用可能状態の維持という

点では対照的な性格をもち，この両者を両極端

とすれば複写機等はその中間に位置すると言え

る。

以上のように，賃貸の対象物である耐久財は

その使用可能な財としての維持という点で異な

る特色をもっている。そしてそのために，同じ

賃貸とはいっても，賃貸される対象は少しづつ

異なってくる。すなわち保守をほとんど必要と

しない場合は，同一の財が繰り返し賃貸される

が，修復利用財の場合は，使用のつど使用不可

能になるから，その度に修復活動によって新た

に使用可能な状態にされた財が賃貸される。そ

してこれらの中間に位置する耐久財の場合は，

どこかではっきりと線を引いて区別できるとい

うものではないが，保守の活動が必要な度合が

大きくなればなるほど，その性格は修復利用財

に近くなると言える。そして，上述の両極のい

ずれに近いかに応じて，それらの賃貸の内容・

性格も異なってくる。

ところで，前節ではマルクスにならって機械

を例に賃貸を考察したが，そこでは，以上で述

べてきたような，使用可能な財としての維持に

保守を必要とするか否かという点は考慮してい

なかった。したがって，機械を例に論じはした

が，そこで明らかにされた，時間を単位として

計られた財の一定量の販売という賃貸の規定は，

家具や家屋等の，保守を必要としない耐久財の

賃貸にのみあてはまるものであったと言える。

これに対して，保守が必要で，それを貸手が行

う場合の賃貸の場合は，例えば複写機の 1年の

賃貸は，上述のケースの賃貸と同様，複写機の

1年・台の譲渡であり，その販売であると一応

は言えるが，このケースはそれに尽きない複雑

な内容をもっている。

このケースでは，賃貸されるのは保守によっ

て使用可能な状態に保たれている財である。保

守を行わなければ複写機は使用し続けることは

できない。単に素材的に複写機があるというだ

けでは使用可能な複写機は存在しない。それを

対象として保守という活動が行われることに

よって，複写機は使用可能な対象になっている。

これは，部品を組み立ててそれらとは別の対象

である複写機という機械をつくりだす活動とは，

素材的に新たな対象をつくりだすのではないと

いう意味では明らかに異なる活動である。

しかし素材的に新たな対象をつくり出すので

はないという意味では，石油の採掘や漁労も同

様である。それは地下にある石油を地上に移動

し，また海中の魚を船上に，陸上にと移動させ

るだけで，新たに石油や魚をつくりだすわけで

はない。だから素材的に新たな対象をつくりだ

すのではないということを理由に，保守活動を

複写機をつくりだす活動と本質的に異なるもの

と規定することはできない。すなわちそれらの

活動が生産ではないと規定することはできない。

他方，石油採掘でも漁労でも，素材的に新た

な対象がつくりだされるわけではないが，対象

の移動によって，もとの場所にあったままでは

人が使用することができなかった対象が使用可
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能にされている。そして部品を組み立てて複写

機をつくりだす場合も，単に素材的に別の，新

たな財をつくりだすことそれ自体にこの活動の

意義があるのではなく，部品の組み立て等を通

それらを何等かの用途に使用することの

できる対象に変えること，

じて，

な対象にすることに，

このことを考慮するならば，素材的に新た

な対象をつくりだしはしないが，対象を使用可

能な対象にする石油採掘等の採取産業をも生産

この意味で使用可能

これらの活動の意義があ

る。

ととらえるには，生産は，一般に，何等かの意

味で対象を使用可能な対象にする活動と規定す

る必要がある況

そう規定するとすると，保守活動を通じて複

写機を使用可能な状態にすることは，

た対象を使用可能な対象にする活動であるから，

それもま

これも生産の一つのケースと規定することがで

きる。そして移動されて使用可能な状態にされ

た石油や魚が，これらの採取産業における生産

物であるとすれば，使用可能な状態にされた複

写機も保守活動の生産物と言うことができる。

勿論生産であるといっても，それは部品を組

み立てて複写機を生産するのとは違って，素材

的に新たな複写機を生産するのではない。それ

を言わば「原材料」として 1年間に 1年・台の

使用可能な複写機を生産しているのである。

たがって，かかる複写機の賃貸は，

複写機の販売であるが，保守を必要としない耐

久財の賃貸とは違って，

あるに過ぎないのに対して，

、、、、、
台の使用可能な複写機の生産と販売，時間を単

、、、、、
位として計られる財の一定量の生産と販売とい

し

1年・台の

それを生産して賃貸す

るのであるから，後者が時間を単位として計ら
、、

れる財の一定量（例えば家 1年・軒）の販売で

この場合は 1年・

う意義をもつ。

以上の関連は，貸しおしぼり，貸しおむつ等

の修復利用財の賃貸の場合にその極限に達する。

おしぼりもおむつも一度使用すれば汚れて，

態では，

のままでは使えなくなる。つまり使用可能な状

おしぼりもおむつも存在しなくなる。

そういう状態になったもこれらの財の賃貸は，

のを洗濯し消毒し，あるいは乾燥し（おむつ）

あるいは適度の湿り気を与えて （おしぼり）使

用可能な状態にして賃貸する。単に素材的に見

たおしぼりやおむつを賃貸するのではない。一

連の活動によって使用可能な状態にし，

そ

それを

賃貸する。それは使用可能なおしぼりやおしめ

の生産であり，その提供である。もっともその

量に関しては，これらの場合は短時間の一度の

使用によって使用可能状態を喪失するから，時

間を単位とした計り方は不要である。 1個，

組等，素材的尺度で計って差し支えない。

しその使用可能状態は一度の使用で喪失し，

続的ではないのだから，そのことを明示的に表

1度・組等と表現すべきですなら， 1度・個，

ー

しか

永

あろう。したがってリネンサプライ業の賃貸は，
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
1度・個あるいは 1度・組等のおしぼりやおむ
、、、、、、、
つの生産と販売という意義をもつ2)0

このように，耐久財としての維持に保守や修

復活動の必要な財の賃貸は，使用可能な財の生

産・販売ととらえられる 3)。それは物質的財貨の

生産部門と同じく商品の生産・販売を行うもの

である。ただし後者が素材的に見た財そのもの

の生産とその一挙販売を行うのに対して，ここ

では素材的にみた財そのものは生産も販売もさ

1) 以上の議論に関連する生産の概念については，拙

稿「運輸労働と価値生産」（『社会科学論集』九州大

学，第26集， 1986年）の第4節を参照されたい。
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2) 同様のケースに，貸し化学雑巾，貸しモップ，貸

し靴マット，貸しピアノ等がある。
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れず，時間を単位として計った使用可能な財の

生産・販売，あるいは度を単位として計られた

使用可能な財の生産・販売が行われる。この意

味で，複写機等の機械の賃貸企業及びリネンサ

プライ業の企業は，産業資本の一種であるとい

うことができる。

尚，保守を必要とする財の賃貸には，保守活

動を貸手ではなく借手が行うケースが多数存在

する。例えば船舶のリースが一例だが，こうし

た場合には，財を使用可能状態に維持するのは

借手であるから，かかる状態にされた財が賃貸

されるとはいえない。このケースの賃貸では，

財は借手によって常に使用可能な状態に維持し

続けられているのだから，現実には分離困難で

あるが，理屈の上では，借手によるかかる活動

の対象としての財，したがって素材的に見た財

そのものが，賃貸の対象とみなすことができる。

したがってこのケースの賃貸は，家屋等，保守

を必要としない耐久財の賃貸と同様であり，そ

れは，時間を単位として計られた財の一定量の

販売を行うものと規定される。また同様にして，

この賃貸企業は商業資本の一種と規定される。
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