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全商品剰余定理と被搾取主体としての労働

藤田之彦 (福岡大学経済学部)∗

要 旨

本稿において，我々は単純なレオンチェフ経済の枠組みの中で全商品剰余
(搾取)定理を提示する．この定理によれば経済における全商品が同時に価値基
準財となり，置塩・森嶋の意味で同時に全て搾取されることが正の利潤の存在
と同値になる．この定理が見出された以上，労働を含むどのような商品も単一
で剰余生産物を生み出し，その商品の搾取が利潤の唯一の源泉となっていると
考える必要はない．全商品が協働して剰余生産を行っているのである．しかし，
置塩・森嶋タイプの搾取定理は再生産可能性条件 (即ち，体系が Hawkins-Simon
条件を満たすこと)を表したものであり，経済主体間の社会的関係を反映した
ものではない．我々は剰余生産物の交換過程において商品所有者と労働者の間
で労働にとって不利な不等価交換 (即ち，搾取)が生じることを示し，経済にお
ける被搾取主体は労働のみであることを明らかにする．

1. イントロダクション

このノートでは，1970年代に展開された数理的マルクス経済学のうち，Okishio

(1963)，Morishima (1973)の「マルクスの基本定理」(以下，FMTと略す)とRoemer

(1982)などの「一般化された商品搾取定理」(以下，商品搾取定理と略す)の関係に

ついて単純なレオンチェフ体系に限定して批判的に検討する．ここで言う搾取とは

任意の商品 kを 1単位生産するのに直接・間接に投入される商品 kの総量が 1より

小さくなることであり，特に倫理的な意味はない．以下，搾取という用語を 1節，2

節では上記のように生産過程において商品 kで量って剰余生産物が生み出されるこ

とを意味するものとし，3節では搾取は交換過程における諸主体間の社会的関係に

関連して定義されるものとする．

FMTはレオンチェフ体系以外にもフォンノイマンモデルやより一般的な凸環境

経済でも成立し，マルクス経済学の数理化が進むなかで利潤と搾取の関係に関して

生き残っている唯一のものと言われている (例えば吉原 (2001)，高増 (1991，1999)

を参照せよ)．しかし，Bowles and Gintis (1981)，Roemer (1982)などの「商品搾取

定理」の登場により，FMTは単純なレオンチェフ経済に限定してもその頑健性を失
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い，「マルクスの搾取理論は最終的な鉄槌を食らわされた」と吉原 (2001, p.261)は述

べている．

「商品搾取定理」では労働以外の任意の商品を価値基準財として用いた場合，労

働力商品の搾取性とは関係なく，選ばれた価値基準財が搾取されることが正の利潤

存在の必要十分条件となり，したがって労働価値説に基づくマルクス的搾取理論の

正当性は失われることになる．「商品搾取定理」は古くは置塩の著作の書評において，

村上 (1966, pp.86-87)が verbalな形で述べ，FMTに相当する置塩の剰余定理を批判

している．最近の経済学事典である伊東 (2004)の FMTの項にも，この定理が FMT

の正当性を否定する定理として位置付けられている．置塩，森嶋両教授は，筆者が知

る限りでは，「商品搾取定理」について何の言及もしていない 1)．Bowles and Gintis，

Roemerなどのこの定理が数理的マルクス経済学の剰余・搾取理論の last wordとなっ

てしまったのであろうか．

本ノートの第 1の目的は「商品搾取定理」とは同値であるが経済学的含意が異な

る「全商品搾取 (剰余)定理」を提示することである．この定理では経済を構成する

全商品 (労働力商品も含む)が全て同時に価値基準財にならねばならず，また，同時

に全て搾取されることが正の利潤存在の必要十分条件となる．ある商品を価値基準

財として選び，その商品が搾取されることと正の利潤の存在の同値性が示されたと

しても，「全商品搾取定理」によって労働を含む他の諸商品もまた必ず搾取されてい

なければならないことが分かるのである．本稿の初めに述べた広い意味での置塩・

森嶋タイプの生産過程における搾取の定義はノーマティブな概念ではなく，資本制

生産の存続・再生産の条件を表すポジティブな概念である．「全商品搾取定理」は，

FMTや「商品搾取定理」のような単一商品投入価値説 (たとえ任意の商品を価値基

準財として選ぶことができるとしても)2)ではなく，全商品投入価値説である．この

定理により，全商品が協働して剰余生産物を生み出し経済体系の再生産を可能にし

ていることが分かり，剰余価値の価格形態である利潤の源泉が明らかにされるので

ある．しかし，これら 3つの定理で用いられている置塩・森嶋説の搾取は経済体系

の再生産可能性条件に関連したものであり，資本制経済における経済諸主体間の社

会的関係を反映したものではない 3)．置塩 (1977, p.44)が述べているように，「価格

の如何を問わず剰余価値は生産過程で決まることで (本稿の (5)式, (8)式)，価格形

態で表される利潤は剰余価値の別の形態 (本稿の (6)式)に過ぎぬこと」なのである．

したがって，資本家 (商品所有者)による搾取は全て生産過程で生み出された剰余価

値の交換・分配過程において見出されねばならないのである．

本ノートの第 2の目的は，剰余生産物の交換過程において，労働のみが被搾取主

体であることを示すことである 4)．即ち，1単位の労働とその労働が消費する賃金
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財バスケットとの交換において，バスケットに含まれる任意の商品を価値基準財と

して用いれば必ず労働に不利な不等価交換 (搾取)が生じることを示す．

以下，2節では両定理の関係を統一的枠組みの中で考察し，両定理が線型レオン

チェフ体系におけるGeorgescu-Roegen条件と Hawkins-Simon条件に深くかかわっ

ており，それらの条件の経済学的含意を明らかにしたものであることを示す (Fujita

(2006)を参照せよ)．そして，「商品搾取定理」と「全商品搾取定理」が持つ経済学的

含意の違いを考察する．3節では，剰余生産物はその交換過程において全て商品所

有者 (資本家)によって専有され，その意味で労働のみが搾取されていることを価値

決定方程式を用いて示す．

2. 全商品剰余 (搾取)定理

「全商品搾取定理」を提示し，同値な定理である「商品搾取定理」との関係を明

らかにする．n個の (労働力商品を含む)商品 (部門)の存在する単純なレオンチェフ

体系を考える．

A = (aij) (i, j = 1, · · · , n, n ≥ 2)を分解不能な n × nレオンチェフ投入係数行列

とする．任意の商品 kを価値基準財として選ぶ．価値基準財 (商品) kの価値を商品

kの 1単位の生産に直接・間接に必要とする商品 kの投入総量と規定し，λkkと書く．

商品 iの 1単位の生産に直接・間接に投入される商品 kの総量を商品 iの価値と規定

し，λkiと書く．n次の行価値ベクトルを Λ = (λk1, · · · , λkn)，Λから λkkを除去し

た (n − 1)次の行価値ベクトルを Λkと書く．λkk < 1ならば，商品 kは搾取されて

いると定義する．

このレオンチェフ経済における諸商品の価値は次の価値決定方程式体系によって

決まる．

λkk = akk + Λkaik, (1)

Λk = akj + ΛkAkk. (2)

ここで，Akkは Aから第 k行第 k列を除去した (n− 1)× (n− 1)投入係数行列，aik

は Aの第 k列から akkを除去した (n − 1)次の列ベクトル，akjは Aの第 k行から

akkを除去した (n − 1)次の行ベクトルである．

価値決定方程式体系 (2)において，I−Akkは対角要素が正，非対角要素が非正であ

る行列であり，形式上レオンチェフモデルの価格決定式体系と同じである．Nikaido

(1968, pp.90-94)の定理 6.1，6.2により (2)において，
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1)任意の akj ≥ 0に対して，Λk ≥ 0が存在する (Strong solvability, SS)．

1)と同値の条件として，次の 2つの条件がある 5)．

2) Georgescu-Roegen (GR)条件: |I −Akk|の左上隅から順次 1つずつ取った主小

行列式の値が全て正である．

3) Hawkins-Simon (HS)条件: |I − Akk|の全ての主小行列式の値が正である．
HS条件が GR条件を含むことは明らかである．I −Akkの行と列の並べ方の順序

を同時に変えることによって新しい係数行列 (対角要素が正，非対角要素が非正)を

つくる．こうした操作を繰り返すことによって，I − Akkの全ての小行列式を新し

い係数行列の左上隅から順次 1つずつ取った主小行列式の 1つにすることができる．

したがって，2)は 3)を含むことになり，GR条件と HS条件は同値であることが分

かる．

諸商品の価値を (2)からクラメルの公式により求めると，|I−Akk| > 0であるため，

λki =
|(I − Akk)i|
|I − Akk| (i �= k). (3)

ここで，Iは次数に応じた単位行列，(I − Akk)iは i < kならば I − Akkの第 i行を，

i > kならば I −Akkの第 (i− 1)行を，それぞれ行ベクトル akjで置き換えた行列で

ある．(1)，(3)より，

1 − λkk = 1 − akk −
∑

i�=k aik|(I − Akk)i|
|I − Akk|

=
(1 − akk) · |I − Akk| − ∑

i�=k aik|(I − Akk)i|
|I − Akk| . (4)

(4)の分子は |I − A|を第 k列に関して余因子展開した式に等しく，したがって次式

を得る 6)．

1 − λkk =
|I − A|
|I − Akk| . (5)

(n − 1)次まで GR条件が成立しているので，(5)において |I − Akk| > 0であり，し

たがって，λkk < 1と |I −A| > 0は同値であることが分かる．以上より，Λ > 0 (た

だし，λkk < 1)の存在と |I − A|についての GR条件が同値であることが示された．

GR条件は，SSにより次式の成立と同値である．

P ≥ PA (ここで，P は n行価格ベクトル). (6)

この同値性により，λkk < 1，即ち価値基準財として選ばれた商品 kが搾取されるこ

と (あるいは商品 kで量って正の剰余生産が可能であること)が，この経済の家計部

門以外の全部門に正の利潤が存在するための必要十分条件となる．即ち，「商品搾取

定理」が成立するのである．商品 kを労働とおけば，FMTが成立することになる．
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これまで |I −A|に関してGR条件を用いてきたが，HS条件では，|I −A|の全て
の主小行列式が正となることを要求している．(n − 1)次の主小行列式においては

|I − Akk| > 0 (k = 1, · · · , n) (7)

が同時に成立しなければならない．それゆえ例えば k = 1とおけば (即ち，価値基準

財を第 1商品とすれば)，|I −A11| > 0に加えて，|I −Akk| > 0 (k = 2, · · · , n)が同

時に成立しなければならないことになる．

Georgescu-Roegen (1966, chap.9 Postscript)はGR条件 (5)だけでレオンチェフモ

デルの存在定理 (上記の SS)が証明可能となるので (7)のうち (n − 1)個は余分なも

のとし，計算上の側面からみて彼の条件のHS条件に対する優越性を主張している．

HS条件と GR条件は同値であるが (7)の条件は数学的にみれば redundantである．

しかし，経済学的観点からは，符号条件 (7)は大きな意味を持っている．HS条件に

基づいた (7)の符号条件の経済的意味は単一の商品のみを価値基準財とした GR条

件に基づく「商品搾取定理」では明らかにすることはできない．この符号条件を考

慮すれば (5)は次式で置き換えられねばならない．

1 − λkk =
|I − A|
|I − Akk| ∀k = 1, · · · , n. (8)

(8)から，HS条件と同値な条件は λkk < 1 ∀kである．即ち，この場合「全商品搾取

定理」が成り立つ．

両定理を以下のようにまとめておこう．

I．商品搾取定理 (FMTも含む):「単純な n部門レオンチェフ経済において，n個の

商品のうち任意の商品 kを価値基準財として選んだ場合，商品 kが搾取されること

(λkk < 1)が全ての部門 (家計部門以外)に正の利潤が生じるための必要十分条件で

ある．」

II．全商品搾取定理: 「単純な n部門レオンチェフ経済において，n個の商品が全て

価値基準財となり，同時に全て搾取されること (λkk < 1, k = 1, · · · , n)が全ての部

門 (家計部門以外)に正の利潤が生じるための必要十分条件である．」

Iの場合はある商品 kに関して λkk < 1であればよいのに対し，IIでは全商品に対

し λkk < 1(k = 1, · · · , n)が成立しなければならない．一見したところ，Iの方がはる

かにゆるい条件のように思えるが，Iと IIは同値である (すでに述べたように，GR

条件と HS条件が同値であるため)．同値の定理である以上，どちらの定理がより一
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般的ということはない 7)．しかし，これらの定理をどのように解釈するかによって

問題が生じる．

Iを用いている論者は IIの存在を認識しておらず，労働以外の商品を価値基準財と

して選べば，FMTは成立しないと考えている．例えば，Roemer (1982, 1986)，高

増 (1999)らは任意の商品 (例えば，鉄鋼や小麦など)が搾取されることによって利潤

の説明は可能だから労働の搾取によって利潤が説明されるとは言えなくなった，と

論じている．Iだけを用い，ある特定商品を価値基準財として選んで搾取の問題に接

近した場合，他の全ての商品の搾取は定義できない．しかし，同値の定理である II

によれば任意の商品が搾取されていると，労働もその他の商品も同時に搾取されて

いるのである 8)．

「商品搾取定理」を用いる論者はある商品，例えばバナナの搾取の背後には鉄鋼の

搾取，小麦の搾取，労働の搾取など全て同時に成り立っていることは誰もが当然分

かっているとしている．しかし，こうした主張は断定しているだけであり証明され

ているわけではない．「商品搾取定理」を理論的基礎にした場合，この主張を証明す

ることは絶対に不可能である．任意に選んだ商品を価値基準財に用いれば他の諸商

品の搾取は存在しない．この定理はそのような方法をとっているからである．「全商

品搾取定理」に基づいて考えることによってのみ，「バナナの搾取の裏には云 ・々・・」

という主張が初めて可能になるのである 9)．

吉原氏は，稲葉・松尾・吉原 (2006, pp.111-112)において，「商品搾取定理」が「資

本主義経済における正の利潤の唯一の源泉が労働搾取の存在である」という命題を

否定したことに意義を求めている．吉原氏は「労働搾取の存在」自体ではなく，そ

れが「唯一の源泉」であるという主張の批判をより重要視している．吉原氏の指摘

は正しいが，「全商品剰余 (搾取)定理」が見出された以上，労働を含むどのような商

品も単一で経済の剰余生産物を生み出すと考えたり，その商品のみが (置塩・森嶋の

意味で)搾取され，その搾取が利潤の源泉となると考える必要はない．(8)式から明

らかなようにこの定理は HS条件の (商品搾取定理は GR条件 (5)式の)経済学的解

釈に過ぎない．すでに述べたように社会的関係における搾取とは無関係である．搾

取は生産過程で生じるのではない．次節で示すように全ての商品 (生産要素)が協働

して生み出した剰余価値の分配・交換過程で搾取は生じるのである．

「全商品剰余 (搾取)定理」によって生産過程における剰余生産および利潤の源泉

が明らかになったが，この段階ではどの経済主体が搾取されているかはいまだ考慮

されていない．次節でこのことを考えてみよう 10)．
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3. 唯一の被搾取主体としての労働

一般的に言えば，搾取とはある個人が自己自身のために不当に (unjustly)他人の

成果を利用することである．『広辞苑』によれば，搾取とは資本制階級社会において，

生産手段の所有者が直接生産者からその労働の成果を取得することである．これま

で用いてきた線型レオンチェフモデルの枠組みにおいて，労働 (家計)部門の特殊性

を考慮し，それがいま述べた労働搾取といかに結びついているかを考察しよう．

価格方程式体系 (6)をより詳しく見ておこう．P ≥ PAはすでに述べたように剰

余価値生産を価格形態で表したものである．以下，商品 nを労働としよう．労働の

価格，即ち賃金 wを w = 1に固定し，労働で表した (n − 1)個の商品の (n − 1)価

格行ベクトルをP wと記す．この場合，P ≥ PAを変形すれば次の両式が成立する．

ここで労働者は貯蓄しないと仮定している．

P w > P wAnn + anj , あるいは P w > anj(I − Ann)−1 = Λn, (9)

1 = P wain. (10)

家計内の労働再生産過程では労働は投入されないから，ann = 0，全生産部門で労

働を直接投入すると仮定すれば，行ベクトル anj = (an1, · · · , an,n−1) > 0となる．労

働の消費列ベクトル ainにおいて少なくとも 1つの商品 kに対して akn > 0とする．

(9)の不等式は，各部門での利潤率均等化と関係なく成立する．各商品の生産者は

市場における商品交換によって生産費を上回る価格を獲得している．即ち，市場で

成立した均衡価格体系の下で各生産部門では利潤が生じているのである．

(10)式は 1単位の労働力が実質賃金バスケット ainと交換されること，あるいは

市場において労働者 (1単位の労働)がこの実質賃金で雇用されていることを示して

いる．労働者が消費する商品バスケットの価格は決して労働力生産のための費用で

はない．このことは労働力が利潤追求のために生産されているのではないことを示

している．もし利潤追求の目的で労働力が生産・売買されているのであれば，それ

は資本主義経済ではなく，奴隷制経済である 11)．

労働者は固定した消費財バスケットを一定の賃金 (w = 1)で購入するのであるが，

その際の商品バスケットの労働価値を考えてみる．労働を価値基準財とした場合の

労働 1単位の価値は価値決定式 (1)から次式のようになる．

λnn = Λnain. (11)

この式から，労働 1単位に直接・間接的に含まれる労働総量は常に (定義的に)労働

者が消費する商品バスケットの各商品に直接・間接的に含まれる労働総量に等しい．
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家計部門によって生み出される労働 1単位は同じ労働価値を持つ消費財バスケット

と交換されることになり，この取引 (労働契約)においては，家計部門はまったく剰

余を得ていないことになる．1単位の労働価値はそれに等しい労働価値で表された

商品バスケットと交換されるだけである．

次に労働 1単位と労働者が消費する商品バスケット ainとの交換を商品 kの価値で

表して考えてみる．商品 kを価値基準財とした場合の労働の価値，即ち 1単位の労

働に体化された商品 kの総量は 1単位の労働を雇用することによって商品バスケッ

トの所有 (生産)者が得る商品 kの総量となり，次式で表される．

λkn = akn +
n−1∑

i=1

λkiain (i �= k). (12)

それに対して労働 1単位に支払われる実質賃金商品バスケットに含まれる商品 k

の総量は
n−1∑

i=1

λkiainであり，0 < λkk < 1, akn > 0であるため次の不等式が成立する．

λkn >
n−1∑

i=1

λkiain. (13)

(13)は，賃金財ベクトル ainに含まれる全ての商品 (それ自身を価値基準財とすると

き)について常に成立する．以上より，実質賃金財バスケットの各商品に体化され

たその商品の総量は，労働者が得る商品バスケットの各商品に体化されたその商品

の総量より大きい．即ち，商品所有者 (資本家)は労働者と協働して生み出した剰余

生産物を専有 (労働者を搾取)しているのである．各商品所有者間においても，諸商

品の不等価交換は存在するかもしれない．しかし，労働者と賃金財バスケットに属

する商品の所有者との交換のような，一方向的な不等価交換は存在しない．そして，

その総合的な結果として，商品所有者全体 (資本家階級)が剰余生産物を専有するこ

とになるのである．

本稿は単純なレオンチェフ体系の枠内に限ってマルクス的剰余搾取理論に我々が

どれだけの貢献ができるかに関する試論である．まず，我々は 2節で「全商品搾取

定理」を提示することにより，HS条件の経済学的含意を深く研究し，正の剰余生産

と正の利潤の同値性を証明した 12)．即ち，この定理によって労働力商品を含む全商

品が協働して全経済において生産余剰と正の利潤を生み出していることを示したの

である．しかしこの段階では生産段階での労働者階級と資本家の搾取関係は明らか

にならなかった．

3節では，2節で述べた生産過程における剰余生産物が市場価格による交換システ

ムを通じて商品所有者 (資本家)に専有され，資本主義経済における被搾取主体は労
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働のみであることが明確になったのである．

謝辞

本稿は「全商品搾取定理について」を改訂したものである．前稿は福岡大学先端経済研究セ
ンター研究会 (2006年 5月)において報告されたが，出席された方々の多くのコメントに感
謝する．前稿を改訂するに当たって藤本喬雄教授から有益な助言を受けた．記して感謝の意
を表したい．

注

1)村上泰亮は「置塩氏は資本制生産が可能であるための条件を「剰余条件」とよび，その
ためには剰余労働がおこなわれていること，あるいはその意味で「搾取」がおこなわれてい
ることが必要であることを論証している．(中略)置塩氏の定式化を見れば分かるように，労
働と他の通常の財とは形式的には全く同資格である．したがって，労働以外のある特定の財
を取り，他の財の価値をその生産に直接・間接必要なその特定財の量として定義すると，労
働以外の財を基準とした投入価値説が得られる．(中略)そして，それらはいづれも置塩氏の
提示する命題を説明する力をもつのである．置塩氏の分析と全く等価の形式的分析をおこな
いながら，全く異なった印象を作り出すことが可能なのである．置塩氏の数理的分析が労働
価値説を正当化しうるわけではない．」(村上，1966, p.87)と Roemer等の「商品搾取定理」
を先取りして置塩の剰余定理を批判している．『季刊理論経済学』の編集者であった置塩は
おそらくこの書評を読んでいたであろうが，何の反論もおこなわなかった．「商品搾取定理」
を取るに足らないものとして無視したのであろうか．
2)「商品搾取定理」の提唱者たちは自分達こそ FMTにおける単一生産要素 (労働)の価値生
成機能，つまり労働が唯一の価値基準財であることを否定したと主張するであろう．ここで
考察しているレオンチェフ体系では，確かに労働のみを唯一の価値基準財とすることは根拠
がなく否定されねばならない．しかし「商品搾取定理」の場合も特定商品を労働の代わりに
価値基準財に取っているだけであり，その場合，特定商品以外の他の全ての商品は価値基準
財とはなり得ない．「商品搾取定理」は単一投入価値説を取っているのである．このことにつ
いては本稿 2節のこの定理の証明過程を参照せよ．
3)生産技術 (投入係数)によって価値およびそれに基づく置塩・森嶋流の搾取は決まるので
あるが，置塩 (1977, いくつかの箇所，特に p.261)は，価値は各部門での社会的・標準的な
生産技術によって決まり，どれが標準的なものかは社会的事情に依存すると述べている．し
かし，この社会的事情とはいくつかの存在する技術のうちの 1つが，ある所与の時点におい
て社会的に正常な生産条件になることを意味しているのである．
4)労働が剰余生産物の交換過程で唯一の被搾取主体でありうることについては，福岡大学
の藤本喬雄教授から教示を受けた．Fujimoto and Fujita (2006)を参照せよ．
5) GR条件については Georgescu-Roegen (1951, 1966, chap.9, pp.316-337)，HS条件につ
いては Hawkins and Simon (1949)を参照せよ．
6) Jeong (1982)は本稿のような価値決定式を用いていないが HS条件 (実は GR条件)の正
しい経済学的解釈を行うためにこの式 (5)を導いた．Fujita (1991)は価値決定式を用いて
(5)を導いているが，GR条件と HS条件を混同している．Fujita (2006)を参照せよ．
7)Iと IIは同値であるが，次のことは注意すべきである．GR条件に基づく Iの成立はレオ
ンチェフ逆行列の 1つの行 (商品 kを価値基準財とすれば第 k行)の各要素が正となること
を保証するに止まるが，HS条件に基づく IIの成立は逆行列の全ての要素が正となることを
保証するのである．
8)要するに，単純なレオンチェフ流の価値決定式体系では適当な唯一の価値基準財を捜し出
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すということは無駄な努力なのである．それにもかかわらず Roemer (1982, chap. 9, sect.
5)は，なぜマルクス的搾取論においてコーンやオイルでなく労働を価値基準財に選ぶのか
というナンセンスな議論を長々と論じているのである．本稿の注 1で紹介した村上の置塩批
判もどの財を価値基準財としてとるかにこだわっている点では Roemerの議論と同工異曲で
ある．
9)ある 1つの単純なレオンチェフモデルにおいて，全ての商品が同時に価値基準財になると
いうことは奇妙に思えるかもしれない．しかし，このモデルで価値決定式体系を考察するこ
とは商品の数に応じた価値体系を前提としており，n部門レオンチェフ体系においては価値
決定式体系は n個存在する (2節の (1)，(2)においては k = 1, · · · , n)．そして，各方程式体
系に唯一の価値基準財が存在すると考えねばならない．「商品搾取定理」では，ある特定の 1
つの商品のみを価値基準財としているため価値決定式体系は 1個だけであり，残りの n − 1
個の体系は考慮に入れられていないのである．
10)以下，基本的には Fujimoto and Fujita (2006)に基づくが，若干視点を変えた説明を試
みている．
11)労働力商品と通常の商品の生産における相違については，Hodgson (1982, chap. 6, chap.
17, pp.177-182)の議論が verbalな形で述べられているが，説得的である．この文献につい
ては高増 (1991, pp.11-12)から知った．本稿 3節は Hodgsonの見解の一部を定式化したも
のと位置づけてもよい．
12)吉原 (2001, p.261)は正の利潤と正の剰余生産の同値性を極めて自明な命題と言ってい
るが，決してそうではない．このモデルにおいては，HS条件という必ずしも自明でない条
件の経済学的意味を考えることなしに両者の同値性は理解できない．マルクス経済学では二
重の計算体系 (価値と価格)が存在するため，Morishima (1973, chap.5)は多くの著名な経
済学者が両計算体系を混同してきたことを指摘している．剰余生産は価値計算体系，利潤は
価格計算体系において定義されている．
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The All Commodities Surplus (Exploitation) Theorem and
the Labor as the Exploited Agent

FUJITA Yukihiko

Faculty of Economics, Fukuoka University

Summary

We present the All Commodities Surplus (Exploitation) Theorem (ACET) within
the framework of simple Leontief system. According to the ACET, the existence
of positive profits is equivalent to the requirement that all the commodities in the
system must be simultaneously chosen as a standard and be exploited in the sense
of Okishio-Morishima. Since the ACET is found out, it is not necessary to sup-
pose that the only single commodity be capable of producing a surplus and be the
unique source of profits. The surplus products are created by the collaboration of all
commodities. But, the “exploitation” used by the above theorem is a mere condi-
tion for possibility of expanded reproduction (i.e., fulfillment of the Hawkins-Simon
condition) and thus has no connection with the social relationship among economic
agents. We show that unequal exchanges between commodity owners and the labor
class are carried out and clarify that labor is the sole exploited agent.
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