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古典派経済学における富と価値－マルサス・リカードウ・カルドーゾ－ 

 

山﨑 好裕 

 

 

概要 

 

 アダム・スミスの『諸国民の富』はまず富の記述から始まっている。富は有用性を持つ財

貨の総体であり、したがって、富は実に日常的な概念であると言える。これに対して、アダ

ム・スミスの価値は学問的で分析的な概念として導入された。マルサスにおいて、富と価値

とは明確に区別されながらも極めて連関性の強い概念として記述されている。マルサスの

価値は交換比率であり相対価格であるが、物価の変動の影響を避けるために支配労働によ

って測られるものとされた。リカードウにおいて、富と価値は関係のないものとして完全に

分離される。リカードウによれば、富を測る効用は主観的なものであり、階級間の所得分配

は客観的な価値を用いて分析されなければならない。また、リカードウは価値を投下労働に

よって測るため、生産性の上昇は価値量を減少させることになる。アメリカ南部の経済学者

カルドーゾは、こうした古典派経済学の概念的混乱を、価値は希少性と関係があるのか、豊

富さと関係があるのかという問いを通じて整理しようとした。カルドーゾの整理は明確で

あり、個々の商品に内在する価値は生産性の上昇によって減少するが、それらに物量を掛け

て集計した総価値量は経済成長とともに増大していくというものであった。 

 

 

JEL 分類番号：B12, B41, B91, B93 
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Riches and Values in Classical Economics: Malthus, Ricardo and Cardozo 

 

Yoshihiro Yamazaki 

 

 

Abstract 

 

     Adam Smith started his Wealth of Nations by describing riches. “Riches” means the 

whole amount of useful goods. Therefore “riches” is a common concept. In comparison to 

this, Adam Smith used “value” as a scientific and analytical concept. Malthus wrote that 

“riches” and “value” were clearly distinguished but closely related. In fact, Malthus’s value is 

exchange rate and relative price. Though, he used labor commanded to avoid the effect from 

changes of price level. Ricardo told that “riches” and “value” had no mutual relation and 

distinguished the two completely. Ricardo said utility that measured riches was just 

subjective. Because of this, he said we had to use value to analyze income distribution among 

classes. He also told that because value was measured by labor embodied, the amount of 

value decreased through a rise in productivity. Cardozo of the American South explained 

such confusions of the concepts in classical economics asking whether value related to 

scarcity or abundance. Cardozo’s explanation was very clear. Value which embodied in each 

of goods decreases while the total amount of value which aggregated in the whole economy 

increases with economic growth. 

 

 

JEL classifications: B12, B41, B91, B93 

 

 

Keywords: riches, values, labor commanded, labor embodied, exchange rate, total amount of 

value. 
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はじめに 

 

 学会で若い研究者の方とお話ししていて、私が、古典派経済学者たちは富と価値とを明確

に区別して議論しているから、研究者はこの点をきちんと自覚しないといけない、と言うと、

次のような反応があった。いやぁ、あまり考えたことがないですね、と。もちろん、私の個

人的な体験であり、意見も一人の若い研究者の方のものである。古典派経済学の研究者が概

ねそうだなどと言うつもりはない。ただ、私が、頭の良い、優れた若手と常々思っていた方

だったので、とにかく意外だった。そこで、古典派経済学における富と価値の区別だけを主

題とした論考を書いても何がしか学界への貢献になるのではないかと考えた次第である。 

 アダム・スミスは『諸国民の富』の冒頭で富を財貨の集合として定義する。これは、現在

も人々の感じる自然な定義であろう。やがて、アダム・スミスの分析は、こうした富の背後

にある価値へと深化していく。つまり、価値はあくまでも学問的分析のための概念なのであ

り、日常的概念としての富とは本質的にレベルを異にしているのである。このレベルの異な

るものの混同と区別が、古典派経済学の展開のなかで多くの言説を生み出していくことに

なった。 

 本稿では、マルサス、リカードウ、そして、アメリカ南部の古典派経済学者カルドーゾの

富と価値の概念的区別を確認していきたい。そして、その過程で、古典派経済学の富および

価値概念の限界というべきものも浮かび上がってくるはずである。 

 

 

1．マルサスにおける富と価値 

 

 マルサスは『諸定義』第 10 章で、富と価値の定義を箇条書き的に述べる。富とは「人間

に必要な、有用な、または快適な物質的対象物であって、それを占有したり、生産したりす

るのに一定の人間の努力を要したもの」1のことである。まさに、そうなのであるが、マル

サスは富の量的な通算可能性に一言も言及していない。富は多様な財貨から成り、それらの

財貨は種類ごとに個数などを計算できるが、すべての財貨を合わせた総量を物質的な尺度

を使って数量的に表すことができない。そのような表し方をしたいならば、何らかの尺度が

必要になる。この問題は価値尺度論に直結していく。 

 この富と対比される価値であるが、まず、使用価値と交換価値が概念的に区別されるべき

ことが述べられる。まず、使用価値についてのマルサスの定義は、「効用と同義。それは経

済学においてはまれにしかとりあげられない。また、単独で用いられる場合には、価値とい

う語で意味されるものではけっしてない」2というものである。使用価値あるいは効用をポ

                                                        

1 マルサス（1827）翻訳、171 ページ。 

2 同上、172 ページ。 
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ジティブな意味で考えない点で、マルサスももちろん古典派経済学者の多くと共通してい

る。 

 交換価値についてマルサスは次のように定義する3。 

 

 一対象物の、ある他の対象物または他の諸対象物との交換上の関係であって、それぞ

れの対象物にたいする評価に依存する。第二の対象物が明示されない場合には、一商品

の価値は、当然に、この評価を決定する諸原因およびそれを測定する対象物と関連させ

られる。 

 

 まず、確認すべきは、これは極めて一般的な定義であること、そのため、支配労働で価値

を決定、あるいは測定することも、投下労働で価値を決定、あるいは測定することも、その

限りで許容されるということである。次に、マルサスが価値をあくまでも関係概念として捉

えていることである。価値とは財貨間の関係性であって、それ以外の実体がどこか別に存在

するわけではない。ただ、価値はその大きさを決定するために、投下労働であったり、支配

労働であったりを参照することになるだけである。マルサスがごくごく一般的に述べてい

ることの前半は、価値が財貨と財貨の交換比率であるということであり、後半は、価値が財

貨相互の直接の交換比率で表現されない場合は、貨幣や穀物といった価値尺度で測られる

ことを意味している4。 

 マルサスは同書第 9 章で、アダム・スミスの富と価値の混同を批判している5。 

 

 富の定義と価値の定義とのあいだに適切な区別がもうけられたことはめったにない。

この二つの術語の意味がつねにおなじものとはけっして考えられていなかったが、そ

れでも一方の特徴は他方の特徴とたえず混同されてきた。このことはアダム・スミスそ

のひとにすら見うけられる。人が富んでいるか貧しいかは、かれが支配しうる生活の必

需品、便益品ならびに奢侈品の数量によって定まる、という場合、スミスはきわめて正

確な富の定義をあたえている。しかしスミスがのちにいたって、人が富んでいるか貧し

いかは、かれが支配しうる労働の分量によって定まる、という場合には、明らかに富と

価値とを混同している。前者は富の定義である。これについては、あるいはこれとあま

                                                        

3 同上。 

4 不変の価値尺度ということが言われる。このとき、何に対して不変なのかを明確にして

おかなければならない。一つは、所得分配に対して不変ということであり、この意味での

不変の価値尺度はスラッファの標準商品として追究された。もう一つは、生産性の変化に

対して不変ということである。尤も、生産性の変化は所得分配の変化を通常伴う。この方

向への追究は、パシネッティのそれがある。 

5 マルサス前掲書翻訳、164-165 ページ。 
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りにも類似している一般的な購買力については、尺度がないが、後者は真実価値につい

てのスミス自身の定義または表現であって、かれの用いている言葉そのものが尺度の

存在を明らかにしている。 

 

 お分かりと思うが、マルサスは支配労働そのものを否定しているわけではない。逆である。

マルサスは富には尺度がないと言っているのであり、支配労働を尺度として測られる価値

と区別されなければならないと言っているのである。富は便益をもたらす財貨の全体を指

す言葉であるから、その大きさは財貨がもたらす効用で表されるべきであろう。だが、効用

は主観的であり、個人間で足し合わせは不可能である。それでも、財貨の総量は合計金額で

表現できるではないかと反論があるかもしれない。まさにそこがポイントである。マルサス

は、財貨の価格総額は富ではなく価値の表現であるとしているのだ。既に見たように、マル

サスの富は量的表現ができないものである。富の総額を表したと思っているうちに、うっか

り価値を表現してしまっている。これがアダム・スミスも陥った混同である。 

 価値額総額を表現するときにでも、貨幣で測ったのでは、一般的物価水準の変動の前後で

比較できなくなる。そこで、一般的物価水準変動の影響を受けない支配労働で測る、という

のがマルサスの主張である。したがって、マルサスは投下労働で価値を測る可能性について

は否定する6。 

 

 地代ならびに租税をのぞけば、諸商品の価値の規制に参加する唯一の要素は労働お

よび利潤であって、その労働にはもちろん、原料と、生産における機械類の損耗部分と

に投ぜられた労働がふくまれ、利潤には、原料および機械類の生産者たちの利潤がふく

まれるのである。諸商品の価値が、それらを生産するに必要な資本および労働の量によ

って規制され、または決定されるというのは、根本的に誤っている。諸商品の価値は、

それらを生産するに必要な労働および利潤の量によって規制されるというのが根本的

に真実である、と私は信じている。 

 

 価値は財貨と財貨の間の相対的な関係概念だが、それを規制する要因としてマルサスは

生産費をあげている。生産費には労働費用だけではなく利潤も含まれるのだが、価値は純粋

に労働量に比例することはなく、利潤の分だけ労働量から乖離する。ここからは、価値尺度

が投下労働ではありえないという結論が導かれる。 

 それではなぜ、支配労働でなければならないのか。一つの理由は先に述べたが、別の理由

について、マルサスは次のように展開している7。 

 

                                                        

6 同上、148 ページ。 

7 同上、160 ページ。 
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 さて、社会の一段と進んだ段階においては、生産者はかならずしも同時に需要者と消

費者ではない。しかし、諸商品にたいする有効需要は通常それらを得るために動員され

た生産的サーヴィスに比例するに違いない。そしていま種々の生産者を、たとえばふつ

うの農業日傭労働のごとき共通標準に還元し、利潤は資本家の報酬、地代は土地所有者

の報酬としてこれを控除すると、残余の生産物がこのような生産者の数にたいしてと

る割合は初期の社会におけるとまさしく同様に、生産者に比較しての商品の希少度を

表わすにちがいない。したがって商品の価値は普通労働の一日分を支配するそれの分

量によってはかられるのである。事実、もっぱら労働にかんするかぎり、いずれかの場

所と時において一商品を生産するのに必要な労働の日数はその場所と時における商品

の自然価値を表わすということがひとたび容認されるならば、第一の商品と比較して

のいずれかの他の商品の交換価値は、たしかに両者が支配する同様の労働のめいめい

の分量に正しく比例するであろうその場合には必然的に、第二の商品の価値は、どれほ

どその価値が利潤、地代、租税、独占、または需要と比較した供給の一時的状態によっ

て影響されようと、それの支配する労働の分量につねに比例しなければならないこと

となる。 

 

 マルサスは初期の社会と彼が呼ぶ、未だ階級が分解していない社会の状況を想定してい

る。そこでは、生産者の労働は商品の希少度、すなわち価値に比例しているはずである。し

かし、階級社会では商品の価値のなかに、労働の生み出す価値だけでなく利潤や地代に相当

する価値も入り込む。これによって、商品の価値は投下労働に比例しなくなる。それではな

ぜ、マルサスは労働によってなお価値を測ろうとするのか。それは、利潤と地代に相当する

価値を控除したとき、やはり残る価値は労働と比例しており、商品を得るのに必要な労働は

ほぼ商品の希少度の目安である。 

それは言っても、利潤と地代を加えれば、投下労働と商品の価値は異なる。だが、私たち

は労働を尺度にして商品の希少度、すなわち、価値を測ることに慣れている。商品の価値を

どれだけの労働に該当するかということで感覚するのは私たちにとって自然なことである。

ならば、いったん控除したはずの利潤と地代に対応する価値を、労働に換算して足し戻せば

よいのではないか。こうすれば、商品の価値を、それがどれだけの労働に対応するか、その

商品を引き渡すことでどれだけの労働を雇用することができるか、という支配労働を使っ

て測れるということになる。支配労働を価値の尺度とする、引用文のマルサスの議論は、そ

のように解釈できるだろう。 

マルサスは『諸定義』に先駆けて、『原理』第 6 章として「富と価値との区別について」

と名付けた章を設けて両者の区別を論じていた。ただし、よく見なければならないのは、マ

ルサスが、富と価値の区別の重要性を論じる一方で両者の密接な連関を論じているという
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点であろう8。 

 

 読者はいうまでもなく、価値または交換価値ということばを用いるに当って、私はつ

ねにその意味を、わたしがそれにしたがって本書の第二章でそれを説明しかつ定義し

ようとつとめたところの、広義のそして普通のかつ正確と思われる意味に理解されて

欲しいのであり、そして、生産に用いられた現実の労働量にもっぱら依存するという、

最近リカアドウ氏によって用いられている狭義の意味ではないことを、理解されるで

あろう。この後の意味に理解すると、価値は確かに富と緊密な関係をもっていないので

ある。さまざまの程度の肥沃度をもつ二つの国を比較するさいに、また農業国を商工業

の国と比較するさいに、それらの相対的富は、そのおのおのが生産に投下した労働の比

例とはきわめてちがっているであろう。そしてたしかに、ある貨物を生産するのに必要

な労働量の増大は、じつに、決してその増大にたいする一刺激ではないであろう。それ

ゆえに、この意味においては富と価値とはきわめてちがっている。 

 

 マルサスは、次章で取り上げるリカードウの議論を価値の定義を狭めるものとしており、

また、投下労働で価値を測ることの違和感を表明しているのである。この違和感は第 3 章

で取り上げるカルドーゾによって再び表明されることになる。その上でマルサスは書く9。 

 

 しかし、もし価値が、それがもっとも一般的に用いられかつそれによってわたしが定

義したところの意味に解されるならば、富と価値とは、たしかにかならずしも同じでな

いけれども、きわめて近い関連をもつことがわかるであろう。そして富の測定をなすに

当って、価値にふれることなしに分量を考察することは、分量にふれることなしに価値

を考察するのと同じく、重大な誤りであることを、認めなければならない。 

 

 引用の最後でマルサスは、分量という言葉でほぼ富を意味している。富とは効用をもたら

す具体的な財貨であり、それぞれの個数や分量で測られる。しかし、富の全体を数量で表現

することはできない。それは効用を客観的に数値化できないからであり、異なる財貨を数量

的に集計する共通単位が、物理的な意味で存在しないからである。だから、富の集計のため

にはどうしても価値が必要である。 

 それでは、マルサス自身が引いている『原理』第 2 章で価値はどのように広義に定義され

ているのであろうか。マルサスは名目価値と実質価値とを区別して次のように説明してい

る10。 

                                                        

8 マルサス（1820）翻訳下巻、147 ページ。 

9 同上、148 ページ。 

10 マルサス同上書翻訳上巻、93-94 ページ。 
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 一貨物が貴金属を支配する力と、労働を含む生活の必需品および便益品を支配する

その貨の力との区別が妥当であり有用であることについては、なんの疑いもありえな

い。それは、われわれが二国民の富を一緒にして比べるときにはいつでも、またわれわ

れがさまざまの国およびさまざまの時期における貴金属を測定しているときにはいつ

でも、絶対に必要とされる区別である。そして、真実交換価値ということばのあるほか

の解釈が、このことばが一般に用いられている意味によりよく適合しているか、または

諸国民の富の性質および原因の研究において決定的により有用であることが、明らか

に示されるまでは、わたしは、ひきつづき、名目交換価値と対立する真実交換価値のも

っとも正しい定義は、貴金属を支配する力と区別された、労働を含むところの必需品お

よび便宜品を支配する力である、と考えるであろう。 

 

 マルサスの言うように、価値は日常的な用法がそうであるように、ある財貨が他の財貨を

支配する力であり、その意味で単純に交換比率である。そして、通常価値は貨幣によって測

定される。しかし、物価水準が違えば、同じ価値が違った金額で表現されてしまうのだから、

実質価値は物価水準に依存しない尺度によって測られなければならない。マルサスは実に

平明なことを平明に述べているのである。 

 

 

2．リカードウにおける富と価値 

 

 リカードウは『原理』第 20 章を「価値と富、両者を区別する特性」と名付け、まるごと

1 章を富と価値の概念的、数値的区別の問題に充てている。彼はアダム・スミスの富の定義

を引いて、富が豊富の度合であるのに対して、価値は生産の困難であるときっぱりと定義づ

ける。これに続けて、リカードウは、同一量の労働が常に同一の価値を生産するのに対して、

それが常に同一の財貨を生み出すというわけではないということを示すのである。 

 この件に関して、吉澤（1994）が数値例をあげている。今 10 人の労働者によって 1000

足の靴下が毎期作られている。そのうち、900 足が当期の内に販売され、100 足が次期へ持

ち越される。したがって、毎期 1100 足の靴下が経済に存在しており、一人の労働者が 10 単

位の労働に相当するとすれば、毎期の価値総額は労働 11 単位分である。 

 ある期、生産方法の改善があって 10 人の労働者が毎期 2000 足の靴下を生産できるよう

になったとしよう。靴下 100 足当たりの価値は労働 1 単位から労働 0.5 単位に減少する。

前期からの繰り越し分の 100 足を加えて今期は 2100 足の靴下が存在しているが、その価値

総額は労働 10.5 単位分となり、0.5 単位分、前期より減少することになるのである。 
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 吉澤（1994）の数値例で、100 足の靴下の前期からの持越しと言う若干不自然な方法がと

られているのは、生産性による価値の減少を言うためである。持越しがなければ、投下され

た労働量が等しいので価値額が等しくなる。リカードウ自身の例では、靴下の生産量が 1000

足から 2000 足に増えた場合か、1000 足の靴下に加えて 500 個の帽子が生産されるように

なった場合かが考えられているが、どちらも価値総額が等しいことが述べられる。吉澤

（1994）の数値例は、リカードウの次の文章を具体的に説明したものである11。 

 

 なぜなら、改良の結果、生産量の増加した商品の価値は、改良がおこなわれなかった

場合に生産された、より少ない量の商品の価値と正確に同じであるけれども、改良に先

立って製造された財貨のうちの未消費部分にも、ある効果が生ずるからである。そうい

う財貨の価値は引き下げられるだろう。 

 

 リカードウは、経済学における混乱の多くが富の増加と価値の増加を同じことを意味す

ると考えることから生じる、として第 20 章の議論を進めていく。ただ、考えてみれば、富

と価値の区別を強調する同章にはるかに先駆けて、第 1 章「価値について」第 5 節の実に

明確な数値例によって、この点が明瞭にされていたのである。リカードウは次のように述べ

る12。 

 

 利潤・地代・賃金の率の正確な判定は、いずれかの階級が取得する生産物の絶対量に

よっては可能ではなく、この生産物を取得するのに要する労働量によって可能になる。 

 

 リカードウは投下労働こそ価値と見做すから、生産性の変化の前後で階級間の分配がど

のように変わったかを見るには、この投下労働による判定が必要と述べているのである。吉

                                                        

11 リカードウ（1819）翻訳下巻、88 ページ。 

12 同上翻訳上巻、63 ページ。 

100 単位の労働 10 単位の労働 

11 単位の価値 10.5 単位の価値 

今期 1100 足の靴下 今期 2100 足の靴下 

前期からの持越し 100 足の靴下 
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澤（1994）は、リカードウのよく考えられた数値例を次のように図示する。 

 

 

 

 図から簡単にわかるように各階級ともに取得できる穀物量は増大しているが、取得でき

る額は労働者階級と地主階級で減少し、資本家階級で増大している。これをリカードウは、

賃金と地代が低下し、利潤が上昇した、と表現するわけである13。リカードウが階級間の分

配について財の絶対量で見るべきではないと言っている趣旨は、もちろんよくわかる。要は

財の相対的シェアで見るべきだと言っているのである。だが、それは価値額で見なくてはな

らない十分条件ではない。価値額で見ても相対的シェアを見ることはできるが、単純に比の

変化でも見ることは可能だからである。 

 さて、先に述べたようにリカードウは、経済学における様々の混乱が富と価値との混同か

ら生じると述べていた。その実例としてリカードウはセーの所説を取り上げて批判してい

る。リカードウの思考がよくわかるので、長くなるが引用しておこう14。 

 

 氏の述べるところでは、富は、それ自身がある価値をもつ物だけから成っている。富

を構成する物の価値総額が大きい場合に、富は大きい。それらの物の価値総額が小さい

場合には、富は小さい。等しい価値をもつ二つのものは、当額の富である。それらの物

が一般的同意によって相互に対して自由に交換される時には、それらの物は等しい価

値をもっている。さて、もし人間があるものに価値を付与するとすれば、それを諸種の

用途に充用することができるということのためである。私は、人間のさまざまな欲望を

みたすという点で、ある物がもっているこの能力を効用と呼ぶ。なんらかの種類の価値

                                                        

13 吉澤（1994）の数値はリカードウ自身のそれと同一であるが、リカードウはなぜか穀物

100 クォータだけでなく、100 個の帽子、100 着の上着についても同じことが成り立つとし

ている。この重複が何を意味するかは不明である。 

14 リカードウ前掲書翻訳下巻、95 ページ。 

労働者 25 （25） 

地主  25 （25） 

資本家 50 （50） 

合計  100 （100） 

労働者 44 （22） 

地主  44 （22） 

資本家 112 （56） 

合計  200 （100） 

労働 100 単位によって生産できる穀物が 100 から 200 に増加 

＊括弧外の数値は穀物量、括弧内の数値は労働量。 
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をもつ物を創造することが、富を創造することである。なぜなら、物の効用こそが物の

価値の第一の基礎であり、富を構成するのは物の価値だからである。しかし、われわれ

は物を創造するのではない。われわれがなしうることは、物質を別の形態で再生産する

ことだけである。 

 

 リカードウはセーの所説を、アダム・スミスの使用価値と交換価値の区別ができていない

ものだとして批判している。リカードウによれば、セーの議論は、富を価値で説明し、価値

を効用で説明し、さらに、効用の尺度を価値としている点で一種の循環論法になっている。

価値の尺度は効用であり、効用の尺度は価値だと言っているというのが理由である。根本的

なところで、リカードウは価値を主観的なものに還元してしまうことに警戒的なのだと思

う。効用は主観的なものである。これは誰も否定しないだろう。だが、価値は社会的共通性

を持つという意味で客観的である。個々人によって異なるものを、社会的共通性を持つもの

に転換するには、論理的には飛躍が必要である。リカードウは要するにこれを批判している

のである。 

 総じてリカードウは富と価値が異なったものの表現であるということに徹底してこだわ

ったのである。富が効用であって主観的で曖昧なものであるのに対して、価値は客観的で確

固としたものである。だから、階級間の分配を問題にするときには、富ではなく価値による

のでなければならない。 

 また、リカードウがそのように客観的な価値を投下労働に基づかせることで、生産性の上

昇を、価値額を使って表わすことが可能となった。だが、生産性の上昇を、古典派で言えば

富に相当する付加価値額を使って表わすことに慣れた現代の人間から見れば、ある種の違

和感を覚えざるをえないのである。 

 

 

3．カルドーゾにおける富と価値 

 

 カルドーゾはアメリカ南北戦争期の南部の経済学者である。彼はジャーナリスト、演劇評

論家として活躍する傍ら、マルサス、リカードウを新理論と呼んで重視し、それを緻密に発

展させる経済学上の業績も成し遂げた。 

 カルドーゾは著書『経済学ノート』第 4 章「価値と価格」において、投下労働によって測

られた価値が生産性上昇の際に示す奇妙な振る舞いについて注意を払っている。まず、カル

ドーゾは富と価値の区別について次のように言う15。 

 

 経済学の書き手たちが価値の用語に与えた意味について一貫性を持っていてほしか

                                                        

15 カルドーゾ（1826）、63 ページ。 
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ったと思う。もしそうであったならば、経済学で議論された多くの点がほとんど何の困

難もなく明確になっただろう。ほとんどの書き手は、いかなる環境の下でも価値と価格

は等しいものと考えてきた。他方、ごくわずかの書き手だけが、それらを富や数量と等

しいと見ていたのである。リカードウ氏は、価値は富と本質的に異なると考えた。「な

ぜなら」と彼は言う。「価値は豊富さではなく生産の困難さや容易さに依存するからで

ある。」この定義を字義通りに解釈すれば、価値は豊富さと希少性の両方に依存すると

いうことになる。というのも、商品は生産が容易なときに豊富であり、困難なときに希

少だからである。価値が生産の容易さに依存するならば、価値と富の間に違いは存在し

ない。価値が生産の困難さに依存するならば、価値と富の間には明白な区別が存在する。

享受のために大きな骨折りや努力を必要とする国は貧困である。上の定義のうちの一

つの見方に従えば、生産は希少なときに価値あるものとなる。それなのに今一つの見方

に従えば、生産は豊富なときに価値あるものとなる。 

 

 極めてロジカル、あるいはレトリカルな文章である。彼は豊富さと希少さという全く正反

対なものが価値と同値されるという言い方で、古典派経済学の価値および富の概念の問題

点を切り出している。カルドーゾはリカードウが価値を富とは区別して価格と同一視した

のだと述べる16。 

 

 実際にはリカードウ氏の意味するところは、価値が生産の困難さの大小、あるいは、

生産の容易さの大小に依存するということである。とすれば、彼の意見に従うとき、価

値は生産の数量が増大するとともに、あるいは、生産の容易さが増大するとともに減少

しなければならない。そして、価値は生産の希少さが増大するとともに、あるいは、生

産が困難になればなるほど、増大していく。言い換えれば、あらゆる条件下で、価値は

価格と意味上等しいということである。結果、リカードウ氏は、価値と常に交換可能な

用語として相対価値、交換価値という言葉を用いるのである。しかしながら、需要が正

しく供給と比例するとき、あるいは、生産物が消費者の欲望にちょうど対応して分配さ

れるとき、価値と価格は異なるのである。また、同じことだが、価格はこのような環境

下で数量と反比例する。 

 

 引用文の最後の方に意味不明な個所はあるが、カルドーゾはリカードウが価値を価格と

見做しているのであって、そういう意味で価値は数量と反比例することを確認する。マルサ

スでも広義の価値は交換比率、つまり、相対価格と同一視していた。だが、マルサスはその

価値を、富総体を集計するための単位として利用していた。ここでカルドーゾは交換比率を

意味する価値と、集計された価額を意味する価値とに峻別しようとしているのである。前者

                                                        

16 同上、64 ページ。 
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は生産の困難さを意味するリカードウの価値に近づいていく。これに対して、後者の価値は、

富と密接な関係を有するというマルサス的な価値概念へと近づいていくのである。 

 カルドーゾはまた、次のように書いている17。 

 

 事柄をこの観点から見るならば、次のように言える。リカードウ氏に従って、市場価

格と自然価格が一致していて、商品に投下された労働量が価格を規定するとするなら、

労働量が一商品の全量の交換価値に影響することは一切ない。というのは、その場合、

交換価値と価格は逆方向に上下するからである。しかし、物事のこのような状況下で、

労働量が諸商品の価格全体を規定しているというわけでもない。なぜなら、私たちが示

したように、労働量が増加するのにつれて諸価格は低下していくからである。あるいは、

両者はちょうど逆の比率で上下することになる。そうではなく、諸商品の価格を規定し

ているのは、労働の価格なのである。両者は同方向に上下する。しかしながら、労働の

価格が諸商品の価格を規定する度合いは、諸商品の価格が労働の価格を規定する度合

いより強いというわけではない。それらは相互に影響を与え合っていて、一定の等しい

比率で変化するのである。 

 

 この引用文でもカルドーゾは極めてレトリカルである。おそらくは意図的に、労働量とい

う言葉を、ある商品 1 単位に投下された労働という意味ではなく、ある商品の生産全体に

投下された総労働量という意味で用いている。経済の成長に従って投下される総労働量が

増加し、商品の生産は増えていく。しかし、その過程で生産性の上昇が見られるから、商品

1 単位当たりの投下労働は減少していくので、商品 1 単位当たりの交換価値は減少してい

く。これはリカードウの見解である。だが、ここでもカルドーゾは、交換価値の語を商品 1

単位ではなく商品の総量に表された交換価値という意味で用いる。生産性の上昇で商品の

価格は低下するが、総交換価値、総投下労働は増大するのだから、カルドーゾの言う意味で

の労働量と価格との関係は切り離される。カルドーゾによれば、価格を規定するのは価格し

かない。つまり、商品価格と労働価格の問題なのだ。この比率の次元に数量の次元を混入さ

せるから、議論が混乱するのだ。カルドーゾは巧妙なレトリックでこのことを示そうとして

いる。 

 リカードウは経済成長とともに価値は減少していくと言う。ここに現代の人間は素朴に

違和感を覚えるであろう。そして、カルドーゾは古典派経済学者たちの富と価値を巡る混乱

をここに見る。リカードウが言っているのは言うまでもなく、商品 1 単位の投下労働のこ

とである。現代の人間が違和感を覚えるのは、価値という言葉で生産された商品全体の価額

をイメージするからである。そして、この違和感はリカードウの時代から既にあったという

ことなのだ。豊富さのなかで価値は減少していく。この言葉は極めて不自然に聞こえたであ

                                                        

17 同上、70-71 ページ。 
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ろう。リカードウの価値の定義にはその意味で無理があった。 

 

 

おわりに 

 

 2000 年、日本のマルクス経済学者、刑部泰伸と川上則道の間で論争があった18。刑部は、

国民所得はマルクスの再生産表式における可変資本と剰余価値の合計に相当するから、価

値概念であるとした。これに対して、川上の見解は、国民所得は物量的に用いられているか

ら使用価値と考えるべきであるというものであった。 

 二人の論争は、生産性の上昇の際の価値計算をどうするかということに展開していく。こ

れまで古典派経済学における富と価値の変遷を見てきた本稿から見れば、このマルクス経

済学における混乱が古典派経済学から連なるものと理解できる。 

 そもそも、マルクス自身、生産性の向上を労働者の必需品の価値量が減少していくことで、

剰余価値率が上昇していく、いわゆる相対的剰余価値の生産という局面でのみ捉えていた。

しかし、現代の人々はここにもある種の違和感を覚えるであろう。経済発展は価値の増大を

意味するはずではないのかと。それなのに、商品 1 単位が含む価値が減少していくという

捉え方は何か後ろ向きなのではないかと。 

 もはや明らかであろう。通常、価値と言えば、生産された全商品の価値総量を意味するの

であって、これは経済発展とともに増大していかざるをえない。しかし、リカードウ、マル

クスの価値は、商品 1 単位の含む投下労働であるので、経済発展とともに減少してくとい

うことなのである。 
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