
┤農業経済研究　第 78 巻，第 3号，2006┥　

原理論における土地合体資本の問題

柘　植　徳　雄┢

1．課　　　　　題

　├化学的性質の諸改良，施肥等におけるように比較的

に一時的に」，あるいは「排水溝，灌漑設備，地均し，

農場建物等におけるように比較的に永久的に」（マルク

ス〔12：p.14〕）土地に合体させられた資本，すなわち

マルクスのいう「土地資本」をめぐっては，わが国のマ

ルクス経済学においてかなりの議論が積み重ねられてき

た．そこでの最大の論点は，経済学の原理論のレベルに

おいて借地資本家による土地合体資本の投下が土地所有

によって阻害されるかどうかという点にあったといって

いい．

　研究の流れをみると，この問題に関しては借地資本家

による土地合体資本の投下に対する土地所有の阻害的作

用を消極化する方向で議論が進められてきたことがわか

るが，しかしそうした議論には筆者のみるところまだ不

十分な点があるように思われる．そこで本稿では，既に

拙稿（柘植〔28〕）で示した考え方を論証すべく，これ

までの土地合体資本に関する諸説を検討するとともに，

土地合体資本の問題をどう説きうるのか論じてみたい．

2．土地合体資本問題についての諸説の検討

　従来の議論を振り返ってみると，土地合体資本投下の

阻害要因として 2つの要因が指摘されてきた．1つは

「土地所有の力」（註 1）による借地期間の短縮圧力，も

う 1つは，借地契約締結後に生じるかもしれない追加投

資が予想できないという市場情報の不完全性である（註

2）．問題をめぐる論者の見解の相違の主たる原因もここ

に由来する．

1)　マルクス説
　マルクスは，『資本論』第 3巻第 6篇の「地代論」の

導入部分（第 37 章「緒論」）において，「土地所有者の

収入のこの部分」，すなわち「土地に合体させられた資

本と，かようにして生産用具としての土地に与えられる

諸改良とにたいする利子は」，「土地所有の体系的な論

述」で「詳細に述べられるべきであろう．ここでは，そ

れについて数言を費やすだけで充分であろう」（マルク

ス〔12：pp.14～15〕）と述べ，『資本論』の「地代論」
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においては土地合体資本について簡単にしか言及してい

ない．土地合体資本とその利子は「本来の地代を」「構

成するものではない」（pp.14～15）ので「地代論」で

は論ずるべきでなく，経済学批判体系プランの「土地所

有」論で本格的に展開すべきだと考えたのであるが，し

かし第 40 章，第 44～46 章においても土地合体資本にふ

れている．

　では，マルクスは土地合体資本の投下の阻害要因を何

に求めたのか．彼はいう．「より永久的な，比較的長期

間にわたって消耗さるべき，土地に合体させられた固定

資本もまた，大きな部分が，部面によっては往々にして

全部が，借地農業者によって投ぜられる．しかし，契約

によって確定された借地期間が経過するや否やИЙそし

てこれが，なぜ資本主義的生産の発展とともに土地所有

者は能うかぎり借地期間を短縮しようとするか，の諸理

由の一つなのであるがИЙ土地に合体された諸改良は，

土地なる実体の不可分の偶有性として，財産として，土

地所有者に帰属する．土地所有者が結ぶ新たな借地契約

においては，彼は土地に合体させられた資本に対する利

子を，本来の地代に付加する」（p.15），「土地所有者は，

彼にとってはなんら要費しない他人の資本から利子を受

取るのみではなく，なおそのうえに他人の資本までも無

償で受取る」（p.20）．「しかし同時に，これは合理的農

業の最大の障害の一つである．なぜならば，借地農業者

は，彼の借地期間の継続中に完全な還流が期待されない

ような改良や投資は，一切これを避けるからである」

（p.16）と．

　マルクスの「土地所有者は能うかぎり借地期間を短縮

しようとする」，「可能ならばより短い期間を求めて，土

地所有者によって賃貸される」との論述から，彼が土地

合体資本の投下の阻害要因として「土地所有の力」によ

る借地期間の短縮圧力を重視していたことがわかるであ

ろう．もっとも，「地代は地所の賃貸に際して確定され，

その後は，借地契約の存続するかぎり，資本の逐次的投

下から生ずる超過利潤は，借地農業者のポケットに流入

する」（p.103），「借地契約が続いているあいだは，土

地における彼の資本の投下にたいする土地所有者の制限

は，なくなっている」（p.235）といっているので，「借

地農業者は，彼の借地期間の継続中に完全な還流が期待

されないような改良や投資は，一切これを避ける」とい



う上記表現と結びつけると，借地契約期間中に追加的な

土地合体資本の投下が必要となったとしてもそれは困難

であるとする主張もあったと解釈できよう．

　では，土地合体資本の投下に対して「土地所有の力」

が阻害的に作用すると認めたマルクスは，何を根拠にそ

うしたのか．考えられるのは，大土地所有のイギリスを

想定しており，借地資本家の交渉上の地歩が地主に比べ

て劣勢にあるとする認識があったためであろう．つまり，

売り手独占的な農地賃貸借市場の存在が前提とされてい

たのである．

　こうした売り手独占的な農地賃貸借市場の存在を可能

とさせたのは，社会全体の土地所有の独占力か，あるい

は現実の資本家的借地農の移動の自由の困難性であろう．

19 世紀中葉のイギリスでは，国土の 40％余りが 1,700

名弱の地主によって所有されていたといわれるが，そう

した地主達による結託を想定していたことが 1つは考え

られる．もう 1つは借地資本家の移動の困難性であるが，

これは経営資本の農業部門内ないし非農業への移動にコ

ストがかかることを背景に，土地所有の地域独占力が作

用したという考えである．マルクスが第 37 章「緒論」

の冒頭で，「資本主義的生産様式が農業を制握したとい

う想定は，」「諸資本の自由競争，一生産部面から他の生

産部面への諸資本の移転可能性，平均利潤の均等な高さ

等が，完全に成熟して存在すること，を包含する」（p.

12）と述べていたことからすると，後者の考え方は成立

しえないのであるが，土地合体資本の問題を考えた際に，

現実社会や，大土地所有に対する嫌悪感に引き寄せられ

てしまい，マルクスが当然の理論的前提を失念してしま

った可能性も否定できないので，後者の解釈の余地も残

るのである．「教育，教養，伝統，競争，その他の事情

によって」「資本を農業に投ずるように定められて」「い

る一群の小資本家がある．彼らは，平均利潤よりも少な

い利潤に甘んじ，しかもその一部を地代の形態で，土地

所有者に引き渡すことを余儀なくされている」（p.26）

との論述も存在する．また，齋藤仁が，マルクスは「土

地所有を徹頭徹尾寄生的なものとして把握」（齋藤

〔19：p.281〕）しようとしたと指摘しているが，それを

示唆するものであろうか，イギリスで土地合体資本の多

くが地主によって投下されていたことや，「テナント・

ライト」補償慣行（註 3）が普及をみた事実が，無視さ

れてしまった．

　いずれにせよマルクスは，土地合体資本についての本

格的な理論展開をプランの「資本」ではなく「土地所

有」に譲ったのであるが，『資本論』では，土地合体資

本を完全には捨象できず，しかもその投下の困難の原因

についても，どちらかというと市場情報の不完全性に伴

う追加投資の抑制よりも「土地所有の力」による借地期

間の短縮圧力に求めたとはいえ，両方の見解が混淆した

状態を呈していたのであった．

2)　大和田説
　マルクスの経済学批判体系プランに変更はなかったと

する立場からは，土地合体資本の問題は「土地所有」論

に譲り，『資本論』では土地合体資本の困難が発生しな

いような論理展開をすべきだとする考え方が生まれた．

例えば大和田寛の見解がそうであって，次のようにいう．

「借地期間をめぐる議論は，本来的に土地所有の論理に

属するものとして，資本の論理に属する地代の問題と区

別することができる」のだから，「『資本論』が地代の論

理と借地期間の論理という論理次元の異なる問題をとも

に含んだまま，土地資本を論じたことは，土地資本の理

解に一定の混乱をもたらす原因であった」．したがって，

「土地資本の概念規定を『資本論』の地代論において行

うばあいにも，なによりもまず，資本の論理として果た

されなければならない」（大和田〔18：p.58〕）．「土地

資本は，本来土地所有論において具体化され，いわば

「土地資本論」として理論化されるべきものではなかっ

たか」（p.55）と．大和田説では，『資本論』の地代論

では土地合体資本の基礎的規定しか与えることができず，

したがって，借地期間も資本家の社会的経験的な見通し

のもとに資本の論理に従ったものとなり，土地合体資本

をめぐる困難は生じないというのである．ここには，

『資本論』では追加投資も完全に見据えられ，資本の回

収に適した借地期間が想定されているので，土地合体資

本をめぐる困難は発生しないとする構図が示されている．

たしかに，市場の将来予想が完全であり，「土地所有の

力」も存在しないとすれば，土地合体資本の問題自体が

消失するであろう．ならば，土地合体資本の運動理論を

展開すべき「土地所有論」では，借地期間はどのように

決定されるのか．あるいは追加資本に伴う市場予想の問

題はどう処理されるというのか．

　大和田は，「土地資本の理論的扱いは」「資本範疇と土

地所有範疇とが対立・競争する場で」「おこなわれるべ

き」（玉城〔27：pp.184～185〕）であるという玉城哲ら

の見解に落ち着くのであるが，その玉城は「借地契約の

内容は，両者のきびしい闘争過程における一応の力関係

を表現する」（p.190）といっている．おそらく「対

立・競争する場」に存在するのは「土地所有の力」によ

る借地期間の短縮圧力なのであろう．こうして大和田の

場合，借地期間は，土地資本論が展開される土地所有論

の次元では土地所有との力関係によって決められるとす

る考えに帰着しているように思われる（註 4）．

3)　宇野説
　宇野弘蔵の場合は，プラン変更説に立ち，土地合体資

本も原理論で説こうとする．そして，その投下の困難の

原因についても，マルクスとは異なり，「土地所有の力」

ではなく，一定の借地期間の下で市場情報の不完全性を

前提になされる追加的土地合体資本の投下の困難に求め

た．『経済原論』第 3篇「分配論」第 2章「地代」の「2
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差額地代の第 2形態」において宇野は，年に一定額の地

代を支払う借地契約を締結した借地資本家は，「追加投

資に関してはその期間中は土地所有の制限から解放せら

れる．追加投資の生産性が増進する場合は勿論のこと，

減退する場合でも超過利潤の得られる限りは，これを地

代として支払うことなく，資本の超過利潤として獲得す

ることが出来る」「また契約更新と共にそれは地代化す

ることになる」（宇野〔29：pp.427～428〕）．それは，

「借地期間を超えて」土地に「残る固定資本的投資を一

般的に抑制することになる．」（p.432）と述べている．

　ここにある考え方は，追加投資を考慮した資本投下を

前提に借地契約が結ばれているわけではないとする考え

方である．したがって，借地期間中に市況変動や技術進

歩が生ずると追加投資が行われることになる．ここには

技術や嗜好・所得の変化，あるいは他の資本家の行動と

いった市場情報について資本家の予想は不完全であると

する考え方があるのである．「同種の土地の間にも一定

の期間は異なった地代を生ずることにもなる」（p.428）

という叙述に，時間概念を前提し，動態的過程を意識し

た競争論的な地代論の構図が現れている．もっとも宇野

の場合，「分配論」全体では景気循環まで意識した理論

展開がなされているが，地代論に関してはそこまで意識

していない印象を受けるし，借地期間そのものの決定に

「土地所有の力」が関与しているのかどうかも明確とは

いえない問題がある．

　こうした宇野の主張は，マルクスを始めとする論者が

重視する，「土地所有の力」を前提とした土地合体資本

の残存価値の収奪，あるいは土地合体資本の投下の抑制

といった主張とは別のロジックといっていい．宇野学派

においては，鈴木鴻一郎（〔24〕），伊藤誠（〔10〕）など

が土地合体資本を差額地代の第Ⅱ形態で説く宇野の考え

方を踏襲しており，そのほか宇野学派以外でも，保志恂

（保志〔5〕）が宇野と同様の説き方を採用している．ま

た，阪本楠彦も追加投資の問題との関連で土地合体資本

の投下の困難を論じている（阪本〔21：p.50〕）（註 5）．

4)　大内説・日高説
　さて，宇野学派にあって宇野とは異なった地代論を展

開したのが大内力と日高普である．両氏の場合にはマル

クス以上に動態的状況を捨象して地代論を説いている．

技術係数が変わってしまっては原投資と追加投資が一体

化されてしまい差額地代第Ⅰ形態に戻ってしまうとして，

差額地代の第Ⅱ形態では可逆的な性質の追加投資のみを

扱っている（大内〔17：pp.544～545〕）．したがって，

生産性上昇型の追加投資，不可逆的な土地合体資本の追

加投資は捨象される．大内・日高地代論は「比較静学的

な手法によって均衡局面に考察の対象を限定した」（小

幡〔13：p.129〕）地代論なのであり，動態的性格は弱

いのである．

　大内は，土地合体資本については，『経済原論』第 3

篇「分配論」第 2章「地代」の第 3節「土地所有」にお

いて，資本に外的に対立した存在となった土地所有が投

資制限的に作用する側面として論じている（大内〔17：

pp.610～615〕）．差額地代論において土地合体資本の考

察を捨象するのは，借地資本家が「とくに契約期間が短

いばあいには，このような投資をできるだけさけるの

で」「地代論でいっぱん的に前提しうるような普遍的現

象ではない」（大内〔15：p.156〕）からである．大内に

よれば，土地合体資本の投下は，短期の借地契約の場合

には回避されるが，建築地地代のように 99 年といった

長期契約が可能なものの場合には，利子をも含む投資額

の長期間にわたる償却が超過利潤の増分によって可能に

なる限り，資本によって行われる．大内の場合，「土地

所有の力」による借地期間の短縮圧力が，土地合体資本

の投下の阻害要因と考えられているようである．

　日高の場合，土地合体資本の問題は，同『経済原論』

の第 3篇「分配論」第 2章「地代」の第 1節「差額地

代」，その「3　差額地代第 2形態」において「土地資本
の問題」の項として言及しているが，要は地代論では土

地合体資本の問題は扱えないとする．というのは，「土

地資本は，制限された自然力の資本による利用に，土地

所有の力をつうじてゆがんだ影響を与える」（日高〔3：

p.204〕）からである．土地合体資本の投下の阻害要因

については，「土地所有の力」による借地期間の短縮圧

力を考えているようである．かつての『地代論研究』で

は，「土地資本による地代増加分をあつかうのであるな

らば」「差額地代論かあるいは地代論全体の後の附論と

してあつかう方が適当であろう」（日高〔2：p.188〕）

と述べていたのに，『経済原論』では結局は土地合体資

本を捨象してしまった．

　日高の主張で重要なのは，土地合体資本投下の採算条

件を明確にした点であろう．すなわちそれは，「投下に

よる収入の増加分」が，「少なくとも」「土地資本償却部

分プラス土地資本全体についての平均利潤プラス契約満

了時に残存する土地資本の価格部分，と等しいだけの超

過利潤に達してい」（日高〔2：p.178〕）ることだとい

うのである（註 6）．

　大内・日高地代論は宇野地代論を理論的に純化した点

では功績があったが，それとともに宇野の土地合体資本

問題についての認識を捨て去ってしまった点は惜しまれ

る．

5)　齋藤説・犬塚説
　これまでの説では，借地期間については，「土地所有

の力」との関係で土地合体資本の償却期間よりも短く決

まる傾向があることが示されていただけであるが（ただ

し宇野説では不明），齋藤仁および犬塚昭治は，借地期

間が資本の論理によって決定されるとする独創的ロジッ

クを打ち出した．

　齋藤は，土地所有が「みずからを措定した資本の要請
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にこたえるべく」「差額地代的超過利潤の変動に完全に

対応しつつその超過利潤を過不足なく地代として取り上

げるという機能」（齋藤〔19：p.282〕）を果たすために

は，理論的には借地期間は借地資本家の資本の一回転期

間（農業の場合には通例 1年）に合致するのが最も合理

的だとした．「一回転期間は，資本家がその資本を投下

し生産し，利潤を実現するのに最低限必要な期間であ

り」「需給の変動に応じて地代表が変化するのに必要と

される最小限の期間である」（p.283）．「イギリスでは

19 世紀初頭から中葉にかけて」「借地契約期間は一貫し

て短期化し，当事者の意思でいつでも終了させられる任

意借地契約 tenancy at will や年ぎめの定期借地契約

lease by the year が増加し」たのであって，「事実の動

きも」「このような理解を裏づけているように思われる」

（齋藤〔20：p.196〕）という．そこで，それを前提に土

地合体資本が採算に乗る条件であるが，それは日高〔2〕

が明らかにしたような上述の採算条件だとする．そして，

そうした土地合体資本の投下が可能かといえば，不可能

とはいえない．「土地合体資本の問題は，そういうかた

ちで，かろうじて原理論のわくの中に収まる」（齋藤

〔19：p.284〕）のだと齋藤はいう．

　けれども，そうした条件は現実には与えられにくい．

だとすれば，原理論の外において，つまり「原理的法則

ではなく，一種の傾向として」（p.285）土地所有によ

る農業の資本蓄積の阻害をいうことができると齋藤は指

摘する．そして，この問題は地主自身による土地合体資

本の投下によって，あるいは借地資本家の投下した土地

合体資本を借地期間満了時に有償で買いとる契約を，地

主が借地資本家との間に結ぶことによって解決されると

いう．実際，産業資本段階（＝自由主義段階）では土地

合体資本は地主が投下するのが通例なのであった．ただ

し，有償での買いとりは，地主自身が土地合体資本を投

下したのと同じことだというが，借地資本家が利潤率を

念頭に置くのに対して地主は利子率を基準に多少のリス

クを加味した水準で満足するのであるから，そうともい

えないのではないか．

　齋藤説では，原理論的には土地合体資本をめぐる土地

所有による資本蓄積の阻害は存在しないと主張している．

しかし，日高の指摘した採算条件が前提とされ，高い超

過利潤をあげうる資本のみが土地合体資本を投下しうる

のでは，土地所有によって資本蓄積が阻害されているこ

とにならないか．齋藤説では，借地期間を 1年とし，し

かも日高の指摘した加速償却の条件を組み入れ，これに

よって回収できないような長期的効果をもつ土地合体資

本の問題は捨象されている．しかし，厩肥や燐酸・カリ

肥料，石灰でさえ複数年の持続効果をもち，1年では合

理的な借地期間にならない可能性もあろう．しかも，1

年としても，年度途中に市況次第では予定以上の追加的

施肥が行われないとも限らないであろう．このように齋

藤説にも問題があるように思われる．そして，土地合体

資本が原理論で説けるといっても，部分的な解決でしか

ないし，地代論のどこで説くかも明示されていない．

　借地期間が資本自らの要請によって流動資本の回転期

間に合致したものとなることが指摘された点は興味深い．

しかし，それを裏づける借地期間の短期化も「テナン

ト・ライト」補償慣行の成立と相補ってこそ可能になっ

たのではないか．齋藤は土地所有者による土地合体資本

の投下あるいは「テナント・ライト」補償が土地合体資

本問題の解決策であって，それは「原理論と段階論との

間の中間的な議論」（p.291）とするのであるが，地主

による土地合体資本の投下は不動産的性格の強いものに

限られているし，借地資本家によって行われる経営的性

格をもつ土地合体資本の投下とは性質が違うであろう．

経営的性格の土地合体資本まで地主に投下させるのでは，

地主に資本家的機能を背負わせすぎであろう．

　さて一方犬塚は，齋藤のように資本の一回転期間を合

理的な借地期間とするのはリジッドすぎ，土地合体資本

の投下を考慮すれば，もっと長い借地期間を設定せざる

をえないという．犬塚の考えは日高方式に依拠しており，

借地契約終了時に残存する土地合体資本部分をも借地期

間内に回収しうる，高利潤をあげうる借地契約のみが締

結されるとする．その結果，借地期間は，土地合体資本

の償却期間よりも短くなる．この場合，地主としては，

償却期間よりも短い借地期間で償却を完了させたほうが

得をするが，しかし借地期間をある程度以上に短縮させ

ようとすると，借地資本家の投資そのものが行われなく

なる．かくて，借地資本家の競争と地主の選択により，

所与の生産力水準のもとでの最短の借地期間が決まると

いう（犬塚〔6：pp.98～102〕）．恒久的改良の場合も同

じである．こうして犬塚は，「原論における土地所有は」

「農業投資の障害をなすとはいえない」（p.105）とする．

　しかし，どうであろうか．借地終了時における未償却

の土地合体資本をも借地期間内に回収しうる，高利潤を

あげうる投資しか許容されないのであれば，そこまでの

高利潤をあげえない資本およびその投下対象としての土

地が借地市場から排除され，一部の借地資本家，地主が

損失を被ることにならないであろうか．やはり土地合体

資本の投下は阻害されるのである．「借地期間が償却期

間より短くなるのはそれ自体としては土地所有の強制に

よるのではなく，資本自身の競争による」というが，し

かし「土地所有の力」が存在しなければ，そのような事

態は起こりえないのではないか．なぜなら，高利潤をあ

げえない資本も，地代負担力がある限り，耕境外にいる

地主によって土地貸出の申し出を受けるはずだからであ

る．地主の競争がそこでは完全に排除されているのであ

る．結局，犬塚説では，土地合体資本の投下問題が原理

論では問題にならないことを論証しようとしたのである

が，それは消極的にしか依拠していないはずの「土地所
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有の力」にかなりの程度依拠せざるをえない主張になっ

てしまっているように筆者には思われる．

　しかも，それは借地契約時の投資のみを想定し，その

後の追加投資を想定しない前提での結論なのである．資

本家や地主の市場動向についての合理的な期待形成が考

えられており，これは宇野説とは異なる想定といってい

い．

6)　磯前説
　磯前秀二の場合，原理論において土地合体資本の問題

が存在しないとする点では犬塚と同じであるが，資本の

合理性を犬塚以上に強調している．資本の合理性の強調

は，氏の主張する資本家像の再構築に発するものである．

氏によれば，「資本機能の人格化として考察されるべき

原理論における資本家とは」，「凡庸かつ生産的な存在」

ではなく「冷徹かつ寄生的な存在」であり，「投下資本

価値の回収に傾向的には成功し，地主と激突してまでは

有益費償還請求権の確立を目指そうとしない資本家」

（磯前〔9：p.86〕）だという．

　氏はいう．「資本家は，借地期間内に，土地資本形成

のための投下資本も含めての全投下資本価値を回収し，

更には，全投下資本に関して平均利潤を確保できると，

優秀なる資本家資質によって確信するからこそ，近代的

土地所有者との間に借地契約を取り交わすのであり，投

下資本価値の回収も見込めないにもかかわらず，資本を

投下することはありえない．」「事前における，借地契約

期間中の投下資本価値の回収と平均利潤の確保の予想が，

事後的にも傾向的には実現するところに，資本家資質の

資本家資質たる所以がある．したがって，資本家資質を

完全に備えた真の意味での資本家を前提として考察され

るべき原理論の世界においては，投下資本価値の回収な

る意味での有益費補償問題は提起されえない」（磯前

〔7：pp.205～206〕）と．

　借地契約期間満了時に残存する土地合体資本価値に関

して，日高，犬塚らの論者が指摘するように，契約期間

中の超過利潤部分によって回収されるのではなく，「借

地期間に基づく減価償却額の一部として生産費構成要素

に加わるのであり，本来の意味での超過利潤には含まれ

ないことになる」（p.206）として，残存資本価値の回

収に充てられる価値の性格について独自の解釈を示して

いるが，これが価値の性格の理解に対する批判にとどま

るのか，それとも加速償却自体を批判しているのかは明

瞭とはいえない．

　氏は，筆者が借地期間中における土地合体資本の追加

投資の可能性に言及したことに関連して，「原理論にお

ける借地契約は，借地期間中に新たに必要となる土地資

本投下をも合理的に期待しかつ期待されつつ交わされる

のであり，この点についての犬塚の前提は正当である」

（磯前〔8：p.2〕）と述べている．「投下資本価値の回収

に関する傾向的にみた予想能力」（磯前〔9：p.88〕）を

備えた資本家像を前提としていることからしても，明ら

かに静学的な地代モデルが想定されており，市場情報の

不完全性は認めていない．宇野や筆者の考える原理像と

は違いがある．

　結局，磯前は，「論証方法はまったく異なるが，」「有

益費補償問題は原理論においては存在しえないという」

「点は日高氏，齋藤氏，犬塚氏とほぼ一致する」（磯前

〔8：p.4〕）と結論する．磯前の見解は，齋藤や犬塚の

見解を発展させ，従来の諸説が借地資本家に対する土地

所有の交渉上の地歩を強力なものとする先入観に強くと

らわれていたことを衝いた点では注目すべき主張である．

しかし，土地合体資本の加速償却を否定しないのなら，

資本の合理性の強調も不徹底なものにとどまるであろう．

3．経済学原理論と土地合体資本問題

1)　原理論における土地合体資本問題
(1)　土地合体資本の投下の困難：その原因と解決
　以上の検討を踏まえて，筆者の見解を整理しておこう．

まず土地合体資本の投下の困難については，その投下が

抑制される状況にあれば，土地合体資本の問題が原理論

で存在すると考える．日高，齋藤，犬塚のように回収の

困難を基準とした考え方はとらない．

　次に土地合体資本の投下の困難の原因である．この原

因として「土地所有の力」と市場情報の不完全性が指摘

されているが，筆者としては後者の考え方をとりたい．

多くの論者が「土地所有の力」による借地期間の短縮を，

土地合体資本問題の発生の根拠と考えているようである

が，借地資本家の合理的行動と地主間の競争も考えれば，

借地契約満了時以降に，土地合体資本の未償却部分およ

び関連する利潤部分を地主が地代として収取することな

ど考えられない．

　原理論における土地合体資本問題は市場情報の不完全

性に伴って起こるのである．それは資本蓄積と土地所有

の関係を静学的にのみみるか，動学的過程分析としても

みるかの違いに関係している．宇野，鈴木，伊藤，保志

らを除いてすべての論者は，土地合体資本の考察の場を

基本的に静学の世界に限定している．それは，『資本論』

の地代論の課題が剰余価値の地代への転化にあり，その

目的のために設定された理論モデルに縛られる結果にな

ったためであろう．そこでは，借地資本家については原

材料，生産要素に関する情報のみならず，今後の農産物

価格についても相当程度の予想能力が想定されているの

であるИЙただし，齋藤の場合は動学的過程分析を無意

識のうちに想定しており，微妙なところであるがИЙ．

　マルクス経済学において，プラン不変説を支持する論

者の場合に，『資本論』の世界を「「理想的平均的な資本

主義」の構造分析」（高須賀〔25：p.ⅲ〕）を描いたも

のと理解することはわかる．しかしそうした論者の場合

でも，それが「世界市場と恐慌」の次元になるにせよ，
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資本主義の一般理論が景気循環過程によって総括される

ことは認めるのではないか．いうまでもなく，こうした

景気循環機構が必要となるのは，合理的期待形成学派に

対する宇沢弘文の批判を援用していえば，「市場制度」

なるものが，「その構成員たちが，最終的な市場価格を

事前に知ることができないときに，試行錯誤的におこな

われる取引を前提としてはじめて成立するものだからで

ある」（宇沢〔30：pp.193～194〕）．ところが，原理論

が景気循環をもって体系的に完結すると考える宇野学派

でも，大内，日高，犬塚にあっては，残念ながら資本蓄

積と土地所有の関係性は静学的な均衡分析にとどまって

しまっている．齋藤の場合にも，借地期間先決の論理に

よって市場情報の不完全性は暗黙のうちに認めているの

であるが，大内・日高地代論の卓越さに魅せられてその

引力圏から脱しえていない．地主の手になる土地合体資

本の投下というロジックも，借地資本家によるリスクを

伴う経営的性格の土地合体資本投下を軽視した議論でし

かない．

　結局，困難の解決のためには，「テナント・ライト」

補償慣行が資本┡土地所有の共同作業として制度化され

るとしていいのではないか．19 世紀前半のイギリスに

おいて借地期間の 1年への短縮化と「テナント・ライ

ト」補償慣行の成立が同時に起こったことは，理論を考

えるうえでは示唆的である．慣行の広がりの程度につい

ての評価はともかく，慣行の成立という面を純理論的に

みるならば，それは借地資本家と地主の両者がともに利

益を享受するシステムの形成だったといえよう．借地資

本家にとっての平均利潤・超過利潤の，そして地主にと

っての地代の取得可能性の機会を「テナント・ライト」

補償慣行によって制度化した点は，社会的遊休資金の有

効活用を手形制度や銀行の信用創造制度によって実現し

た資本主義の制度形成の動力を想起させる．また，高い

利潤を生み出す資本が犠牲覚悟で投下することで発生し

ていた外部経済，つまり地主が取得することになる土地

合体資本の残存価値を「テナント・ライト」補償で内部

化することが，借地資本家と地主による共同行為として

行われたと解釈することもできよう．外部経済の内部化

である（註 7）．もちろんこうした外部経済の内部化が

起こるのは，借地終了時に土地合体資本の残存価値を現

在価値として評価したものがプラスである場合に限られ

る．

　土地合体資本問題の発生の原因は経済情報の不完全性

にあるが，それは「テナント・ライト」補償慣行の制度

化によって解決されるので，土地所有に伴って借地期間

が設定されることは資本蓄積の障害にはならないのであ

る．

(2)　原理論における土地所有
　原理論において土地合体資本問題を説くうえで，「テ

ナント・ライト」補償慣行とともに重要なのが，土地所

有についての理解である．原理論における土地所有の性

格について，その素材となるイギリスの大土地所有制と

の関連にも言及しつつ説明しておこう．農業に地代論の

対象を定める限りは，イギリスの農業経営および土地所

有がいかに例外的であったとしても，そこに原理論の素

材を求めざるをえないのであるが，それというのも原理

論で想定される純粋資本主義モデルは，19 世紀中葉の

イギリスを素材として，資本主義の純粋化傾向（＝現実

による抽象）の延長線上に観念的抽象をもって構築され

たものだからである．現実による抽象がもっとも進行し

たのがイギリス資本主義だったのであり，先進国ゆえの

長期の重商主義時代と土地変革の特殊性という歴史的条

件に支えられて，農業においても資本┡賃労働┡土地所有

の分離がもっとも進んだのがイギリスだったのである．

　さて，純粋資本主義の枠組みの中では，経済主体は当

然のことながら経済合理性を動機として行動する．した

がって，原理論では地主についても，支配欲や名誉欲な

どで動く側面は排除されている．また，原理論の本論

（＝経済原論）と原理論の各論については次項の 2）で

説明するが，原理論の本論の地代論においては，地主は

土地合体資本の投下は行わず，地代収入のみを追求する

寄生的な存在として想定されている．原理論の各論とし

ての地代論になると，地主は土地合体資本の投下をも行

う存在として現れるが，しかしそうした土地合体資本を

投下する地主は，資本家のように蓄積衝動にかられて常

に投資を行おうとするわけではない（小幡〔13：p.

131〕）．地主は土地合体資本投資を行う際，利子率を基

準に多少のリスクを加味した報酬率で満足するのである

が，リスク回避的な行動原理をとるため，平均利潤率を

基準に期待報酬率が大きく変動する借地資本家に比べ投

資誘因が弱くなる場合も出てこよう．また原理論の各論

では，地主は農地賃貸借市場において，独占地代に帰結

する特定品質の土地の供給独占をもたらす存在としても

登場する場合がある．この場合の「土地所有の力」は強

力である．

　経済原論における土地所有がもつ特性としては，農場

制を許容するものであることを指摘できる．農地が分散

していては，生産技術以外での生産性格差がもたらされ

るからである．ただし，原理論の各論になると農場制の

仮定がはずされる場合があるので，そこでは借地農地の

分散を許容する土地所有も想定されることになる．土地

所有の規模についていえば，原理論では一般に地代収入

だけ，場合によってはこれに利子収入を足したものだけ

で生活費を賄いうる規模であることが必要であろう．賃

金収入や利潤収入も必要とするようでは，混合所得とな

って地代形成の原理が歪められるおそれがあるからであ

る．自作地主が排除される所以である．ただし，原理論

の各論において土地合体資本を投下する場合には，地代，

利子のほかに通常の利子収入よりも高い水準の利子収入
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が土地所有の収入を構成することになろう．

　もっとも，農場制の必要と地代収入での独立した生活

の必要は巨大にすぎる土地所有を要求するものではない．

個々の土地所有が大規模なものとなり，土地集中度が高

まりすぎると，地域独占力が発揮される結果，農地賃貸

借市場が不完全な競争状態のものになってしまうからで

ある．イギリスの場合に，「テナント・ライト」補償の

慣行的成立が全国的なものとはならなかったとする見解

が正しいとするなら，そのように慣行が地域の慣習，場

合によって農場の慣習にとどまってしまった原因として

は，大土地所有が巨大すぎたことも関係していよう．土

地合体資本論において多くの論者が「土地所有の力」を

明示的にであれ暗黙にであれ想定したのは，こうしたイ

ギリスの史実に引きつけられたためであるともいえよう．

もちろん，原理論としては，そうしたイギリスの大土地

所有制の巨大すぎる側面を捨象するとともに，「テナン

ト・ライト」補償慣行についても，それが成立したこと

自体を積極面として理論にすくいとることが重要なので

ある．

2)　地代論の展開方法と土地合体資本
　以下では，地代論の展開方法について述べ，その中で

の土地合体資本の論じ方，ならびに土地合体資本の理論

的な性質についてふれておこう（註 8）．地代論の構成

について試論的に述べると，全体としては，「原理論の

本論（＝経済原論）」としての地代論と「原理論の各論」

としての地代論から構成される．この原理論の各論とい

う考え方は大内〔16：p.13〕が指摘したものである

（註 9）．そして，原理論の本論としての地代論はさらに

本質論（分配論），構造変動論，動態論に細分される．

土地合体資本の投下の困難とその解決という問題は，比

較静学レベルの地代論に続いて説かれる，均衡成長論的

ではない，競争論的，景気循環論的な動学のレベルの地

代論において登場する．

　原理論の本論としての地代論では，まず比較静学的な

分析によって差額地代の第Ⅰ形態，第Ⅱ形態の基本論理

および絶対地代について明らかにし，そのあと技術進歩

を入れた比較静学的な差額地代論の議論（地代変動論）

へと進み，さらには資本蓄積過程・景気循環過程を意識

した差額地代論（第Ⅰ形態＝開墾・土地改良と第Ⅱ形態

＝追加投資に伴う開墾・土地改良，ならびに一時的土地

改良）において土地合体資本を説くことになろう．本質

論（分配論），構造変動論，動態論による地代論の展開

である．

　地代の本質論では比較静学分析を基本としており，個

別資本の技術水準に格差がなく，完全操業，土地収穫逓

減，市場予想の完全性が想定されている．次の地代変動

論（＝構造変動論）では，技術進歩に伴う地代変動が，

個別資本の同等な技術水準の下で，また，個別資本の技

術水準に格差が導入された状態で考察される．生産性上

昇型の追加投資が考察されるのである．最後の資本蓄

積・景気循環過程を念頭に置いた差額地代論（＝動態

論）では，市場予想は不完全で，操業率も 100％とは限

らない．新規参入があり，規模に関する収穫逓増局面も

ある．

　この動態論の部分で土地合体資本が論じられるが，差

額地代の第Ⅰ形態では，第一次投資に伴う開墾，地均し

などの恒久的土地改良，ならびに排水，灌漑，農場建物

などの長期的土地改良について，第Ⅱ形態では，追加投

資に伴う恒久的・長期的土地改良（生産関数の部分的シ

フト），ならびに一時的土地改良ИЙ肥料などの一時的

土地改良が流動資本形態をとっているならば，本来的に

固定資本であるのに加速償却のためにそうなっていると

説明するИЙについて説く．恒久的土地改良は償却を必

要としないИЙといっても市場動向により一定期間で道

徳的に摩滅するリスクがあるИЙ固定資本であるが，資

本の回収が終わると土地そのものに一体化すると考えら

れる．長期的土地改良についても，資本の償却終了後に

まだ改良効果が持続している場合には，それは土地と一

体化することになろう．

　残された土地合体資本の補償額は，理論的には補償時

における残存資本の現在価値であり，改良効果が残存す

る将来にわたる期待平均利潤（平均利潤に達しない場合

は当該超過利潤）流列を，平均利潤率で資本還元して求

められるはずである．これは，地主が予想地代増のうち

の資本利子見込み相当分の期待所得流列をリスク・プレ

ミアム付き利子率で資本還元して求めた値と一致しよう．

　├テナント・ライト」補償は，汎用性のある土地合体

資本の投下を前提として生じる問題である．たとえば，

工場建物の多くは汎用性がないため，資本家が土地を購

入して土地合体資本を投下することになろう．また，オ

フィス・ビルなど土地合体資本の回収に長期を要する場

合にも，市場情報が不確実な下では土地所有者による資

本投下に任せざるをえない場合が出てくるであろう．

　地価および土地市場は，「それ自身に利子を生むもの

としての資本」なる観念の成立を前提に説かれる．

　そして，以上の原理論の本論としての地代論のうえに，

静学的均衡分析において前提されていた各種仮定（生産

物の単一作物としての抽象，規模に関する収穫一定，農

場制（註 10），地主投資の捨象，土地の絶対的独占の捨

象，外部性（土地合体資本問題以外）の捨象，公共財の

捨象など）をはずし操作した地代分析が，原理論の各論

としての地代論（註 11）として展開されるべきであろ

う．公共財としての性格をもった土地合体資本はこの各

論で扱われよう．この各論としての地代論は，ほとんど

が比較静学分析で展開されるが，借地上で行われる公共

的土地合体資本の投下の場合には動態論を含むことにな

る．こうした原理論の各論は，経済原論には収まらない

が，資本主義史上で一般的性質をもった問題を扱うとこ
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ろといっていい．

4．お　わ　り　に

　├原理論」で扱われなかった土地合体資本の問題は，

部分的には「段階論」において，そして多くは「現状分

析」で論じられることになる．最後にこれについて説明

しておこう．

　段階論は，ある一定の長期的期間に存在する構造的諸

要因を抽出して抽象化するものであって，その基礎には

生産技術とそれに基づく支配的資本の蓄積様式がある．

しかし，その段階論のいう一定の発展段階の期間内にお

いても短期的な変化があり，しかも各国の地域による違

いもあることから，段階論に加えて現状分析が必要とな

るのである．なお，原理論の各論は資本主義の全時代に

通ずる一般性のある，かつ原理論の本論たる経済原論に

は馴染まない事柄を扱う理論領域であって，段階論とは

性格が異なる．

　資本主義発展の歴史的側面を，段階論という長期構造

要因の総体的モデルとして原理論とは異なる理論次元で

抽象化するのは，資本主義の歴史的発展の動因が，手工

業┡機械制大工業┡固定資本の巨大化（規模の経済性の飛

躍的増大）といった技術展開の偶然的側面にあり，競争

の独占への転化などによって必然化されるものではない

からである．もっとも，土地合体資本論を農業を素材に

展開する限りにおいては，支配的資本の蓄積様式の影響

を通じて，その影響が及ぶということしかいえない．農

業は，その技術展開が支配的資本とはかけ離れているし，

規模の経済性が雇用経営を排除する方向に進む面が強い

からである．しかも，農業が資本主義発展の初期条件の

影響を強く受ける性質をもっていることがある．

　段階論，現状分析で扱うべき土地合体資本論の主要課

題は次のようなものとなるであろう．すなわち，段階論

では，原理論で想定されていた土地所有の資本への従属

がどの程度みられるのか，つまり，土地所有は資本に従

属せずどの程度反抗的側面をもっているのか，あるいは

土地所有の資本への従属が，投下資本の回収レベルを超

えた土地所有権の二重所有権化としてどこまで進んでい

るのか，が課題とされる．関連して，土地合体資本の投

資意欲の盛衰も課題となろう．現状分析では，同じ問題

が，各国，各地域，各時点で具体的にどのような特殊な

現れ方をしているか，それに対して国家などがどのよう

な対応をしているか，などが課題となるであろう．

(註 1) ├土地所有の力」という表現は日高〔3：p.204〕による．
(註 2) 田口〔26〕は明確に意識してではないが，この 2要因
に気づいていたと読みとれる．
(註 3) ├テナント・ライト」補償とはわが国における有益費補
償を意味する．椎名〔22〕等に従ってこの表現を用いている
が，イギリスでは，作物等および一時的・短期改良に対する
補償を「テナント・ライト補償」，長期改良を「改良補償」と

呼んだりしている．
(註 4) ├土地所有の力」を重視する論者がすべて独立の「土地
所有」論で土地合体資本を説いているわけではない．例えば
新澤嘉芽統（新澤〔23〕）は差額地代の第Ⅰ形態（開墾）およ
び第Ⅱ形態（土地改良）で，大淵素行（大淵〔14〕）は絶対地
代で論じている．
(註 5) 堀口健治（堀口〔4〕）は，化学肥料などの経営資本に
よって形成される土地合体資本は差額地代の第Ⅱ形態で，土
地改良や開墾を考慮した土地資本論は「土地所有の体系的論
述」の一環として論じるとし，マルクス説と宇野説の折衷的
考えを採っている．
(註 6) 日高〔2〕の原論文（1957 年）で示された考えで，新澤
〔23〕に既にみられる．
(註 7) これは借地農の改良行為に伴う費用・便益の内部化と
いってもいい．この費用・便益の内部化についてはCurrie
〔1：p.72〕を参照．
(註 8) 地代論で農業を代表例とする理由は，石見〔11：p.
168〕が指摘するように，豊度および位置の両性質の点で偏り
がないためであろう．また，土地合体資本でも農業を例証に
して説明するのは，1つには，そうした地代論の継承のうえ
に理論を展開するためであり，もう 1つには，農業における
資本と土地所有の分離性の強さИЙこれは短い資本の回転期
間，汎用性のある土地合体資本に由来ИЙという特性のため
であろう．農業では，工業やオフィス・ビルのように資本家
と地主が一体化する必要性は小さく，借地関係が展開しやす
い．このことが土地合体資本の考察にとって好都合といえる
のである．
(註 9) 原理論の各論という理論領域をもつことで，従来，応
用原理論とか原理論と段階論の中間的議論といわれていたも
のを包摂できよう．それはマルクスの提示したプランの理論
領域の包摂を可能にする方法かもしれない．ちなみにプラン
の提示した理論領域に関わる研究は十分とはいえない状況に
ある．「土地所有」では石見〔11〕がある．
(註 10) 以上 3点は阪本〔21：pp.6，13～15，59〕が指摘した
仮定に含まれる．
(註 11) 鉱山地代のような採取産業の地代，工業・商業等の建
築地地代もここで具体的に考察されることになろう．
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