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1.　絶対地代の「形成」機構をめぐる議論と本稿の課題

（1）　絶対地代の「形成」機構についてのマルクスの関説

我々は，カール・マルクスが 1863-1865年の間に執筆した地代に関する草稿を，盟友フリードリッ
ヒ・エンゲルスが編集しほぼ 30年後の 1894年に『資本論』第 III巻第 6篇 ｢超過利潤の地代への
転化｣ として発表・刊行したものをマルクスの地代論として検討し，そのうちの第 45章の「絶対
地代」を絶対地代論として受け止めている。
通説的には絶対地代の成立条件は，1）農業資本の有機的構成の低位，2）土地の私的所有の 2

点から説明される。また山田勝次郎（1967）では，絶対地代の第 1の源泉は「土地所有の独占」で
あり，第 2の源泉は「農業資本の低位構成」であると要約される1。我々としては，その成立の 2条
件のうち，農業資本の有機的構成の問題は絶対地代の成立のための「源泉」の問題であり，成立の
ための「メカニズム・機構」の問題は，土地所有の独占の機能との関連であると押さえておきたい。
まずその二要因整理中の「源泉」に関わる，農業資本の有機的構成の問題については，1894年
のエンゲルスの編集になる同巻刊行後まもなくカール・カウツキー（1854-1938年）らによって一

 1 山田勝次郎（1967）第 5章，また例えば久留島陽三（1972）144頁参照。
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定の疑問が提示されている。カウツキーは当時ドイツ社会民主党内でマルクス，エンゲルスの後継
者と目されていたが，その 1899年の代表的著書『農業問題』の第 5章「近代的農業の資本主義的
性質」の絶対地代の項において，農業資本の有機的構成の低さについて，またそれに関連していわ
ゆる絶対地代の「価値上限問題」についてもマルクスの論旨とは違う趣旨2を展開している。
その後も例えば 1924年に旧ソヴィエト連邦の著名な経済学者オイゲン・ヴァルガは，マルクス

が農業資本の有機的構成の低さから絶対地代を説明する議論を批判しつつ，「マルクスは躊躇して」
地代を独占地代と絶対地代，差額地代の三様に区別しようとした3としている。
筆者も農業資本の有機的構成の低さを絶対地代の形成要件にするのは適切ではないと考えてお

り，この問題についてはさらに議論する必要はないと考えている。しかしいま一つの成立要因とさ
れる「土地所有の独占」が絶対地代の形成機構を合理的に説明しうるか否かについては，なお決着
を見たとは言えないと考え，本稿で改めて問題にしたい。
そこでまずマルクスの絶対地代の形成機構に関する説明を振り返っておこう。そこでは佐藤滋正

（1998）の言うように「テクストは，留保，限定に満ちている」4。要点を簡潔かつ正確に示すという
よりは，繰り返しも多く，資本論第 I巻のような完成度を感じない。これは当然のことで，絶対地
代論の章を含むこの資本論第 III巻は，1863-65年にかけてマルクスが書いた資本論草稿を，エン
ゲルスが 1885年（エンゲルス編『資本論第 II巻』の刊行年）頃より取り掛かり一部補筆しつつ
1894年 12月にドイツハンブルクで第 III巻として刊行5したもので，マルクスによる最終的な推敲
を経たものではなかったからであったともいえよう。
絶対地代の具体的形成機構に関わって重要と思われるマルクスのいくつかの叙述6を紹介してお

こう。
　借地農業者は地代さえ支払わなければ自分の資本を通例の利潤で増殖できるという事情は，
土地所有者にとっては，自分の土地を借地農業者にただで貸してこの取引相手にたいしては無

 2 カウツキーは，「農業は，少なくとも技術的発展の一定の高さまでは低い資本の構成を示す経営部門に属する」
（向坂逸郎訳『農業問題 上巻』岩波文庫，1946年，135頁）としながら，「農業は，資本主義的経営部門よ
りずっと少ない原料を使用するとするも，その機械，建物──倉庫，厩舎，水利建設物，その他──への支
出は，技術の進歩と共に益々大となる。今日なお集約的農業は，平均以下の資本の有機的構成を示すか否か
甚だ問題だ」（同，136頁）として，直接的にはマルクス批判の表現を用いていないが，絶対地代成立の 2要
件のうちの一つである農業資本の有機的構成の低さに疑問を呈している。さらにこの農業の有機的構成の低
さを否定するならば，絶対地代は土地所有の独占からのみ説明されねばならなくなるが，「あらゆる独占価
格と同じく，土地所有の独占によって創り出された生活手段の価格は，その価値を越えて騰り得る」（同，
138頁）となり，絶対地代がいわゆる価値で上限を画されることに疑問を呈している。筆者も農業資本の有
機的構成の低位については，その「理論的」論証の困難さを認めざるを得ないと考える。なお大内力（1958）
186-187頁も参照のこと。

 3 オイゲン・ヴァルガ著，坂井哲三訳『世界の農業・農民問題』先進社，1930年，19頁。なお原著は E. Varga 

“Beiträge zur Agrarfrage” で，1924年にベルリンで刊行されている。
 4 佐藤滋正（1998）156頁
 5 基礎経済科学研究所年表編集委員会編『資本論・帝国主義論年表』基礎経済科学研究所，1977年
 6 『資本論』第 3巻第 6篇の日本語版の引用は，邦訳『マルクス =エンゲルス全集　第 25巻第 2分冊』（大月
書店，1967年）のページを全集版頁として示し，あわせて 1964年に刊行された原書（Karl Marx-Friedrich 

Engels Werke, Band 25, Diez Verlag, Berlin, 1964）の頁も原書頁として示す。
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償信用を開始するほど博愛的に振る舞うという理由にはけっしてならないのである。このよう
な前提に含まれているものは，土地所有の捨象，土地所有の廃止であるが，この土地所有の存
在こそは，まさに，土地への資本の投下にとっての，また土地での資本の任意の増殖にとって
の，制限をなしているのである。……土地所有の独占，……制限としての土地所有は，差額地
代としての地代がなくなるところでも，すなわち土地種類 A［最劣等地〕でも，やはり存続す
るのである。（全集版 964頁，原書 758-9頁）

このようにマルクスは，まず土地所有者は土地を「ただでは貸さない」ということから出発する。
次いで以下のように市場価格のありかたと土地所有の関係について問いかける。

　土地部類 Aでの資本の正常な増殖のための諸条件が存在すると仮定しよう。これだけでよ
いだろうか？　そうすればこの資本は現実に投下できるだろうか？　それとも，市場価格は，
最劣等地 Aもまた地代を生むほどまで上がらなければならないだろうか？　つまり，土地所
有の独占は，この独占が存在しなければ純粋に資本主義的な立場からは存在しないような制限
を，資本の投下に課するのだろうか？　（全集版 968頁，原書 762頁）

その問いへの回答は，やはり市場価格の上昇がなければならず，土地所有の独占がその原因とな
るとする。

　もし最劣等地 Aが──その耕作は生産価格をあげるであろうにもかかわらず──この生産
価格を越える超過分すなわち地代を生むまでに耕作することができないとすれば，土地所有は
この価格上昇の創造的原因である。土地所有そのものが地代を生んだのである

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

。（全集版970頁，
原書 763頁）
　市場価格は，生産価格を越えて P＋ rまで上がり，土地所有者への地代の支払いができるよ
うになっていなければならない。土地所有は，…賃貸しされなければ少しも収益をあげず経済
的に無価値なのだから，市場価格が生産価格よりもわずかに高くなるだけでも，最劣等種類の
新たな土地を市場に投ずるに足りるのである。（全集版 973頁，原書 766頁。下線は引用者）

ここでマルクスは，「わずかに」市場価格が生産価格よりも高くなる場合，すなわち最劣等地の
地代の多寡・量的水準に言及し，続けてその地代（ここでは「租税」と表現されているが，筆者は
「最劣等地の地代」あるいは絶対地代と理解する）の「経済的制限」に言及する（以下は要約）。

　この租税を制限するものは，1）旧来の借地での追加投資，2）外国の土地生産物の競争（自
由な輸入を前提），3）土地所有者どうしの競争，4）消費者たちの欲望と支払い能力である。（全
集版 973頁，原書 766頁）

しかしその指摘の直後に，それは「ここでは問題ではない」としてそれ以上は触れず，絶対地代
の源泉を農業部門の有機的構成の低さに，すなわち価値と生産価格との差に求めるという叙述に
入っていく。そしてそれとの関連で，絶対地代の水準について，何か所かで言及している。

　地代が価値と生産価格との差額の全体に等しいか，それともただこの差額の大なり小なりの
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一部分だけに等しいかということは，まったくただ，需要にたいする供給の状態と新たに耕作
される地域の広さにかかっているであろう。（全集版 978頁，原書 770頁。下線は引用者）
　土地所有は土地生産物の価格をその生産価格よりも高く押し上げることができるとはいえ，
市場価格がどれほど生産価格を越えて価値に近づくか，つまり，与えられた平均利潤を越えて
農業で生産された剰余価値がどの程度まで地代に転化し，どの程度まで平均利潤への剰余価値
の一般的平均化に参加するかは，土地所有によって定まるのではなく，一般的な市場状態によっ
て定まるのである。（全集版 980頁，原書 772頁，下線は引用者）
　

　このように，絶対地代の形成機構とその量的水準については，1）一般的な市場の状態，2）需要
にたいする供給の状態，3）新たに耕作される地域の広さ，あるいは 4）旧来の借地での追加投資，5）
外国の生産物との競争，6）土地所有者どうしの競争，7）消費者の欲望と支払い能力，等によると
言及しながら，マルクス自身によって突き詰めた整理あるいは論証はされていない7。そこに改めて
の検討課題が存在していると言わざるをえない。
なお付言しておけば，新たなマルクス・エンゲルス全集（新MEGA）の刊行を踏まえ，エンゲ

ルスの編集作業と元来のマルクスの構想との比較研究を進める鳥居伸好（1997）は，1）現行版『資
本論』では絶対地代の次の第 46章の標題が「建築地地代　鉱山地代　土地価格」とされているが，
「建築地地代と鉱山地代に関する叙述箇所は『絶対地代』に属するものとして，『土地価格』に関す
る叙述とは一線を画する必要がある｣8と指摘し，さらに 2）現行版『資本論』の第 47章は「資本
主義地代の形成」とされているが，「マルクスの指示どおり，『地代の結論的考察』という表題のも
とに『主要草稿』の叙述箇所をまとめた方が，理論の展開を考えた場合にはより妥当な選択のよう
に思われる」9としている。つまり「資本主義地代の生成」という歴史認識を前面に押し出した内容
より，より総括的な地代論への考察を予定していたと推測しているのであり，絶対地代論を含む地
代論の更なる彫琢の可能性を指摘している。

（2）　絶対地代の「形成」機構をめぐる議論と本稿の課題

資本論第 III巻を刊行した翌年の 1895年に亡くなったエンゲルスにかわって，カウツキーはマル
クスの草稿を引き継ぎ10，『資本論』第 IV巻に相当するものと考えられるマルクスの 1861-1863年
に書かれた草稿を編集して，1905年から 1910年の間に『剰余価値学説史（Theorien über den 

Mehrwert）』全 3巻を刊行している。このカウツキーの編集になる『剰余価値学説史』も参照しな

 7 第 III巻の絶対地代論は 1863年から 1865年の間に執筆されているが，1861年から 1863年の間に書かれた
第 IV巻に相当する『剰余価値学説史』では，絶対地代は価値と生産価格との差額の全体になるものとするニュ
アンスが強い。その意味では第 III巻草稿において，絶対地代についてのマルクスの思考は進んでいたといっ
てよいかもしれない。

 8 鳥居伸好（1997）168頁
 9 鳥居伸好（1997）170頁
10 例えば佐藤金三郎『資本論草稿物語』（岩波新書，1989年）の終章（伊東光晴執筆），ゲアリ・P. スティーン
ソン著，時永淑・河野博康訳『カール・カウツキー　1854-1938─古典時代のマルクス主義』法政大学出版局，
1990年，147-148頁参照。
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がら，もちろん 1899年のカウツキー『農業問題』も念頭に置きつつ，すでに 1911年と 1919年にフォ
ン・ボルトケヴィッチ11はマルクスの絶対地代論，とくにその成立機構について根本的批判を展開
する論文を刊行しており注目される12。
これらの論考について日本において先駆的に紹介した西口直治郎（1961）などによれば，ボルト

ケヴィッチの絶対地代批判の中心点は，マルクスの価値法則の原則を承認しつつ，「［マルクスは］
絶対地代概念に対応する価格形成過程の現実性の証明をもたらさなかった」13との問題提起にあっ
たと考えられる。より具体的に言えば，「マルクスが資本主義的競争体制において土地所有階級に
与えた」基本性格であるところの＜土地所有者の営利に導かれた相互競争＞を前提とするのであれ
ば「いかなる絶対地代も，差額地代でないようないかなる地代も存在しえない」とするのであ
る14。
つまり絶対地代の今一つの成立条件である「土地の私的所有」あるいは「土地所有の独占」がど
のように働いて絶対地代を成立させるかが証明されていない，いや逆に説明不能であるとするので
ある。
さらに旧ソヴィエト連邦等で様々な論点が提起されてきた15。筆者はこれらの論争を詳細にフォ
ローすることはできないが，戦後日本における絶対地代をめぐる議論についてサーベイした論稿16

では，その主要な論点を，1）絶対地代を成立させる土地所有と資本との原理的関連，2）絶対地代
の上限問題（絶対地代の上限はなぜ最劣等地の価値の水準であるのか），3）絶対地代の形成機構，
の 3点に集約しコメントした。それぞれ根本的な議論ではあるが，やや原理的な議論，いや神学的
な議論に偏した整理でもあったと現時点では反省している。現在改めて重要と考える論点はやはり
第 3論点の絶対地代形成の機構，それも具体的な形成機構についてである。
その点について，筆者はかつて飯島（1980）で，主として大内力・日高普説を批判的に検討しつ

つ，土地生産物（農産物）市場での「土地所有の独占」の力発揮による絶対地代成立は言えないこ

11 価値の生産価格への転化についてのいわゆる「転形問題」に関するボルトケヴィッチの問題提起については
既に日本においてもまた国際的にも注目されている（種瀬茂「転形問題（1）」および「転形問題（2）」（『資
本論を学ぶ　IV　第三巻・資本主義的生産の総過程（上）』有斐閣，1977年所収）等参照）。しかし，同じボ
ルトケヴィッチによる絶対地代に関する提起についてはなお日本の学界で十分に検討されてはいない。西口
自身もボルトケヴィッチの問題提起の「着眼点の鋭さ」を評価しつつ，その問題提起が正しいとの最終結論
を下していない （西口直治郎（1961）論文は（一）のみで完結していない）。なお西口が取り上げたボルトケ
ヴィッチの二つの論文のうちの 1911年の論文については，渡邊信夫による邦訳『社会文庫　第 19冊　マル
クス地代論に関する二つの批判的研究』日本評論社，1934年がある。

12 西口直治郎（1961）参照。
13 西口直治郎（1961）49頁
14 西口直治郎（1961）68頁。なお山崎好裕（1991）66頁も参照のこと。
15 例えばソビエトの経済学者ピョートル・リャシチェンコによれば，「マルクスの絶対地代論は経済学の文献
において，絶対地代の存在と可能性とを否定する極めて種々様々の傾向の経済学者の間に，最も甚だしい意
見の相違を喚びおこした」（リャシチェンコ著・直井武夫訳『農業経済学　上巻』198頁，白楊社，1937年）
という。リャシチェンコの原著は 1930年にモスクワで刊行されており，『資本論』第 III巻の刊行の 36年後
である。

16 飯島充男（1984b）
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とを提起し，代わって土地（農地）市場における絶対地代の証明の可能性を提起した17。しかし結
局その提起した方向では回答は得られなかったし，むしろ逆に絶対地代の成立そのものの困難性を
確認し，その議論に拘泥することは誤りではないかと考えるに至った。差額地代と並ぶ「唯一の正
常な形態」（全集版 980頁，原書 772頁）であるとのマルクスの指摘にも否定的な結論を得た。
そもそも我々の側に絶対地代論についての過大な評価があったのではないか。例えば図 1は，必
ずしも研究書ではないが，金子ハルオ（1968）による地代の概念図である。ここでは優等地にも最
劣等地にも産業（農業）利潤に相当するような幅で絶対地代が描かれている。また井上晴丸（1960）
が学生向けに示した講義案の中の図 2も同様である。図 2では横軸に豊度の劣る劣等地から最優等
地まで並べ，縦軸には単位生産物当たりのコスト構成が示されている。金子の図も井上の図も，農
業部門の有機的構成の低さを前提としたもので，いわゆる通説に則った整理であるが，その点はこ
れ以上言及しない。より注目したいのは金子同様に井上の図でも絶対地代の幅・率が大きくとられ，
絶対地代は一般的利潤率（工業諸部門平均の利潤率）に相当する幅・比率で描かれている。こうし
た図が描かれるのは絶対地代の意義，それも現実的意義を非常に大きく捉えているからであると考

17 仙田久仁男（1992）は，絶対地代を成立させる「土地所有の独占」を「生産手段としての土地の私的な所有
がまったくの一人ないしはそうでなくてもほとんど一人と概括できる程度にきわめて限定された少数の人々
によってなされるという意味である」（同 163-164頁）とし，またさらに「独占価格（独占的超過利潤）と
農産物価格（絶対地代）とがまさしく同じものである」（同 173頁）としているが，共にとてもにわかには
肯んずることのできない命題である。

図 1　金子ハルオによる地代の図解

（出所）　  金子ハルオ『経済学（上）─資本主義の基本的理論─』
新日本新書，1968年，206頁

（ （

）
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えられる。
こうした見解への無意識での共感に対する深刻な反省も踏まえ，現時点で絶対地代の具体的「形

成」機構の検討から出てくる結論を先取りしていえば，絶対地代は虚像ではないかとの認識を得た
ので，以下本稿で提示したい。
その際，絶対地代形成の具体的機構について詳細に検討した大内力・日高普説の再検討から始め

たい。両氏への論難のみが強調された感のある筆者自身の 1980年の旧稿を反省しつつ，両氏の議
論の意義等にも正当に言及していきたい。氏らの論考は，「形成」の機構をまともに議論してこなかっ
た，いわゆる「通説」擁護の側の議論に比して，その課題の確認において大きな意義を有している。
また両氏の議論を引き継いで，さらに検討を深めた宇野シューレの他の論者の論考に言及していく
ことも意義があろう。

図 2　井上晴丸による差額地代と絶対地代の図解

（出所）　  井上晴丸『井上晴丸著作選集第三巻　日本経済の構造と農業 III』雄渾社，1972年，
337頁

→

→
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2.　絶対地代の「形成」機構─大内力説の意義と問題点

日本において絶対地代の形成機構18について本格的に問題提起し，議論を惹起したのは 1958年
の大内力による『地代と土地所有』である。その「第五章　絶対地代について」19で大内も農業資
本の有機的構成を問題にする必要はないとした上で，「土地所有の独占」をより具体的に問題にす
る20。

われわれは農業資本の構成が高いとか低いとかということを絶対地代のばあい問題にする必
要はない。むしろ，絶対地代は本質的には土地所有の独占によって，農産物の生産価格以上に
市場価格が引上げられることから生ずるのであるが，ただこの土地所有の独占は決して絶対的
なものではなく，優等地の追加投資とより低い劣等地の耕作圏への導入と，この二つの条件の
ゆるす範囲内であらわれる独占にすぎない。そしてその源泉が問題になるとき，はじめて農業
の資本構成が低位であれば，それは農業内部の剰余価値から支払われうる，ということがいわ
れればたりる。

大内の新しさは，1） 最劣等地で個別的生産価格の超過分が個別的価値を越えなければ絶対地代
で，越えれば独占地代だといったマルクスの叙述に惑わされること無く，また 2）カウツキー等が
問題としてきた農業資本の低位構成やそれと関連する資本の回転の問題等に踏み込むことをせず，
3）「土地所有の独占」がどのように機能して絶対地代を可能にするかを直截に問うたところである。
そして 4） その「土地所有の独占」の機能は，その独占が個別的生産価格以上に市場価格を引き上
げることに見ようとしているが，その場合個別的価値の水準は問題にならないことになる。
ただし大内の絶対地代形成論の基本機構＝舞台装置とその結論について，筆者は必ずしも肯定し

ていない点については最初に断わっておきたい。絶対地代の形成メカニズム自体を真摯に問うた研
究は無かった中での，先駆け的な意味合いがあった点を評価したいのである。
さて以上を前置きとして，大内の議論をより具体的に見ていこう。大内は，「土地所有の独占」

の意味に言及する。大内の理解では，これは「すべての土地について，地代や土地所有が資本投下
を制限するということとはまったく別の問題」21である。それは「農産物の追加的生産が社会的に
必要となるばあい，その市場価格が平均利潤を超える超過分をもたらすところまで騰貴するまでは，

18 絶対地代の上限問題に触れながら，実質的に絶対地代の形成機構の問題を日本において最初に提起したのは
大内も指摘するように，新澤嘉芽統（1954）である。新澤は，土地所有の地代要求が穀物の価値と生産価格
の差額以上に過大にならないかと疑問を提示して，外国穀物の自由輸入，旧来の借地への追加投資，土地所
有者たち相互間の競争の 3条件による地代上騰への経済的制限を検討している。そして論理的には価値を超
える恒常的高騰を決定的に制限する条件は存在しない，としている（同書，89～111頁）。

19 ただしこの論稿自体は『地代と土地所有』刊行の 1年前にすでに発表されている。末永茂喜・玉城肇・鈴木
鴻一郎編『マルクス経済学体系：宇野弘蔵先生還暦記念論文集　上巻　方法論・原理論』（岩波書店，1957年）
所収。

20 大内力（1958）197頁
21 大内力（1958）204頁
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土地所有が投資をゆるさないということであり，それゆえにこそそれは土地の制限性ともよびうる
もの」22である。そして農産物の追加的需要が発生した際，土地所有は容易には土地を貸さず，生
産価格以上の価格騰貴をみたのちにはじめて「限界地」の新規の耕作を許していくところに，絶対
地代の発生根拠をみるのである。そしてその限界地の新規耕作は，前掲の引用文にあるように 1）
優等地の追加投資，2）より豊度の低い劣等地の耕作圏導入とに牽制されているというのである23。
大内はその後の議論も踏まえて，絶対地代の量的水準の制限・牽制について 1982年にさらに踏

み込んだ整理を提示している。表 1が絶対地代の発生についての大内の説明表である（表はコメで
考えている）。米の需要が増大し，A地以外では E地の米収量 300 kg（すなわち 10アールあたり
収量は 5俵）を上回る第二次投資も無いとの仮定の下で，E地の少なくとも一部が耕作圏に導入さ
れなければならなくなる。そこで以下のようになる24。
　［そのさい］あらかじめ 10アールあたり 0.3万円の地代［1俵あたりでは 0.06万円となる］
を支払うべきことを要求したとすれば，この表のように市場価格が 2.46万円まで上昇しない
限り E地への投資は行われえないことになる。逆にいえば，そこまで市場価格が上昇すれば，
E地の資本は平均利潤を確保したのち，なお 0.3万円の超過利潤をえることになるが，それは
とうぜん地代に転化されるわけである。このような機構のもとに生ずる地代が絶対地代と呼ば
れるものである。

22 大内力（1958）204頁
23 花田仁伍は「〔大内氏の市場価格は〕土地所有が投資を制限し禁止することによって，需要に対する供給不
足状態を創り出すことによって平均利潤を超える超過分をもたらすまで騰貴せしめられた市場価格に外なら
ないから，それは本来的に『独占価格』と受けとって誤りはないであろう」（花田（1980）172頁）としてい
る。すなわち大内の議論は独占価格論であって，マルクスの絶対地代論とは無縁だとするのである（花田
（1972）31頁）。マルクスの絶対地代論に反するかどうかは別として，大内氏の議論は「独占価格」論的構成
であるとの指摘は当たっていると考える。

24 大内力（1982）579頁

表 1　大内力による絶対地代発生表（10アールあたり）

投下資本 収　量
個別的生産価格 1俵あたり

市場価格
超過利潤

総額 1俵あたり 1俵あたり 総　額

万円 kg 万円 万円 万円 万円 万円
10 480 12 1.5 2.46 0.96 7.68

＋ ＋
A  10 370 12 1.95 2.46 0.51 3.15

＋ ＋
10 330 12 2.18 2.46 0.28 1.54

B 10 420 12 1.7 2.46 0.76 5.32

C 10 380 12 1.9 2.46 0.56 3.55

D 10 350 12 2.1 2.46 0.36 2.1

E 10 300 12 2.4 2.46 0.06 0.3

　　（注）　4捨 5入のため不突合がある。
　　（出所）　大内力『大内力経済学体系　第三巻　経済原論　下』東京大学出版会，1982年，579頁

{
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ここでは絶対地代の概念的な整理は別として，すでにみた金子ハルオや井上晴丸ほどではないが，
最劣等地の地代額が 10アールあたり 0.3万円（1俵あたりでは 0.06万円）と有意な水準に設定さ
れていることに注目されたい。大内自身も最劣等地の絶対地代の水準は無視すべきではないと考え
ていたからと思われる。
しかしその一方で，絶対地代は未耕地の土地所有者の貸し出し競争で，その水準は以下のように

低いものになるとしており，限界も画されるとしている25。
　絶対地代がただ土地所有の力によって無限定的に大きくなりうるものであるということには
むろんならない。早い話が未墾地 Eはけっして一箇所ではなく，一般には同種の土地が沢山
あると考えるべきであろう。そしてそれは，耕作圏内に入らない限りは一文の地代もえられな
いのだから，その所有者たちは若干でも地代をえてみずからの土地を貸し出そうと競争をして
いる。それだけでも E地の所有者の要求しうる絶対地代の額は，とうぜん小さいものにとど
まることになろう。またかりに，E地の所有者はごく少数であり，比較的強い独占力を行使し
うるとしたところで，E地の下にはさらに F地がある。……さらに，優等地 B，C，Dへの第
二次投資も考えられる。……要するに E地の土地所有の独占というのは，そういうさまざま
の競争のなかで相対的に存在しうるにとどまるのであって，そこに絶対地代の限界も画される
のである。

ここで大内は，「絶対地代の限界」＝「下限」の問題について論究し，1）新たに耕作圏に参入しよ
うとしている E地内での貸し出し競争，2）E地より条件の悪い耕境外の土地からの参入，3）優
等地での追加投資，の 3要因で需要増が消し去られる可能性をいう。そしてその結果として「相対
的に存在しうるにとどまる」あるいは「絶対地代の限界も画される」というが，この点を踏み込ん
でより具体的に絶対地代の水準がどこまで下がるのかについては触れようとしない。
そしてさらに絶対地代の「存続の不安定性」についても言及している。しかしその理由事例とし

て挙げられているのは，以下の 3例である26。
［第一事例］より劣等な土地が耕作圏に入るようになれば，絶対地代は差額地代 Iに転化。
［第二事例］優等地の追加投資によって市場価格が調整され，限界地の差額地代へ転化27。
［第三事例］すべての可耕地が耕作圏に入り，地代はすべて差額地代に。

このように大内は，絶対地代の存続の不安定性に言及しているが，その理由となる事例はすべて
需要が増大していくものであり，大内が想定していた最劣等地に存在する地代は消失するのではな
く確かに存在し，場合によっては拡大するものとしか考えられない事例である。あるいは地代の否
定につながる事例を考えようとしていない，とも言える。
結局大内力にとって，絶対地代は確かに必ずしも大きな額ではないし，限界があり，不安定では

ある等の限定付きではあるが，それでも絶対地代の存在は否定したくなかったのではないか（この

25 大内力（1982）587頁
26 大内力（1982）589頁
27 ただしこの最劣等地（限界地）での差額地代論については筆者は無理があると考える。
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点後述）。1957・1958年段階で「土地所有の独占」がどのように機能して絶対地代をもたらすかと
いう形成機構の問題を新たに本格的に提起したことは大内の功績であり，その意義を認めるが，そ
れはいかにも中途半端な形であり，存立根拠の探求は不十分であったといわざるをえない。

3.　絶対地代の「形成」機構─日高普説の意義と問題点

前項で触れた大内力の 1982年段階の絶対地代論において，大内が最劣等地での土地貸し出し競
争について言及していることには，1962年に刊行された日高普『地代論研究』での提起が大いに
反映されていると思われる。
その日高は，1958年に提起された大内力の立論，とくに「土地所有の独占」が「けっして絶対

的なものではなく」，1）優等地の追加投資，2）より低い劣等地の耕作圏への導入，の「二つの条
件のゆるす範囲内であらわれる独占」にすぎない，とする立論28を，「絶対地代研究の不毛の歴史
に終止符をうった」29ものと高く評価し，絶対地代の形成機構をより精緻に突き詰めて検討してい
る。その点に日高の立論の意義はあるのであるが，精緻に突き詰めるからこそ，絶対地代の「形成」
機構の証明についての問題点の所在を鮮明にしたといえる。
さて日高も大内と同様30に，需要の増加を前提とし，1983年の日高『経済原論』では 表 2を提
示しつつ以下のように説明する31。
　需要が増加して第一級地の第二次投資32がおこなわれている部分が拡張し，そこに余地がな

くなるとあとは市場価格は一キロ 66 3
2 円より高くなって過渡的差額地代33が生ずる。そして

これが 75円を超えると，……75円が一般的生産価格として市場価格を調節調整するようにな
るであろう。けれども土地は無償では利用できない。……もし土地所有がなければ 75円の価
格で第四級地のうち 30%耕作されれば満たされるような需要の大きさがあるとしよう。とこ

28 大内力（1958）197頁
29 日高普（1962）373頁
30 大内は前述のように「土地所有の独占」を「農産物の追加的生産が社会的に必要となるばあい，その市場価
格が平均利潤を超える超過分をもたらすところまで騰貴するまでは，土地所有が投資をゆるさないというこ
とであり，それゆえにこそそれは土地の制限性ともよびうるもの」（大内（1958）197頁）であるととらえ，
農産物の追加的需要が発生した際，土地所有は容易には土地を貸さず，生産価格以上の価格騰貴をみたのち
にはじめて「限界地」の新規の耕作を許していくところに，絶対地代の発生根拠をみる。

31 日高普（1983）206-207頁
32 第二次投資の独立性については筆者は問題があると考えるが，その点は飯島（2013）で論じた。また第二次
投資が土地所有によって阻害されないとするのも賛成できない。この点，馬渡尚憲（1995）58頁も参照され
たい。

33 過渡的差額地代とは日高独特の概念で，需要の増加があり，例えば第二級地の生産価格から市場価格が上昇
していく場合，第三級地の生産価格水準に到達するまでは第三級地では耕作が行われず，その間超過利潤が
生ずるとしてその差額部分が地代化するというものであり，また需要減少のばあいも成立するとされる。「こ
の超過利潤を過渡的差額地代というのは，需要の増加を前提としたばあい第二級地での個別的生産価格が一
般的生産価格であった状態から，第三級地でのそれが一般的生産価格となる状態への過渡に生ずるものだか
らである。あるいは需要の減少を前提としたばあいには第三級地できめられる一般的生産価格から，逆に第
二級地できめられるそれへの過渡にも生ずるものでもある」（日高普（1983）197頁）。
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ろが第四級地の土地所有者が例えば一アール当たり 40円の地代を要求するものとし，一アー
ル八キロの小麦が生産できるとすれば，一キロの小麦は 5円だけ高くなる。このため第四級地
のうち 30%耕作されるはずのものが，20%しか耕作されないことになる。供給が制限されて
需要が満たされないので市場価格は 5円だけつり上げられ，これが土地所有者に絶対地代とし
て支払われるのである。

この絶対地代の「形成」過程は，日高によって以下のように総括される34。
　絶対地代を成立させるものは，それがなければもっと耕作部分が拡張したはずなのに拡張
を許さなかった第四級地の未耕部分の土地所有の力である。すでに成立している超過利潤を
地代として取得することのほかに土地所有ができるのは，耕作を拒否することでしかない。
第四級地の未耕部分の耕作拒否が，需要にたいして供給を不足にし市場価格をつり上げてい
るのだ。市場価格のこの上昇の恩恵を受けるのは，第四級地の耕作部分だけではなくすべて
の耕作地にほかならないであろう。だから新しく耕作にはいる等級の土地ばかりか耕地のす
べてが，第四級地の未耕部分の耕作拒否によって絶対地代となるべき超過利潤を得ることに
なる。

日高はこのように限界地＝最劣等地（第四級地）の「一部」の土地所有者の耕作拒否が，市場価
格をつり上げ，そこに生じた超過利潤が地代化されるとしているのであるが，とくにこの最劣等地
の「一部」の未耕部分の土地所有者の耕作拒否をことさらに前面に出すのが，大内と異なる日高の
絶対地代の成立機構論の特徴である。こうした整理に至るまでの思索過程を，1962年の日高の著
作『地代論研究』でフォローしていこう。
大内の 1958年時点での絶対地代成立機構に関する説明は，「土地所有の独占」を「農産物の追加

的生産が社会的に必要となるばあい，その市場価格が平均利潤を超える超過分をもたらすところま
で騰貴するまでは，土地所有が投資をゆるさないということであり，それゆえにこそそれは土地の
制限性ともよびうるもの」35であるととらえ，農産物の追加的需要が発生した際，土地所有は容易
には土地を貸さず，生産価格以上の価格騰貴をみたのちにはじめて「限界地」の新規の耕作を許し

34 日高普（1983）207-208頁
35 大内力（1958）197頁

表 2　日高普による絶対地代発生表

土地
等級

1アール
当たり
費用価格

1アール
当たり
収穫量

1キロ当たり
個別的生産価格

1キロ
当たり一般
的生産価格

1キロ
当たり
販売価格

1アール
当たり収入

1アール
当たり
差額地代

1アール
当たり
絶対地代

I 500＋500
＝ 1,000円

14＋9
＝ 23キロ

42 7
6 円 66

3
2 円 80円 1,120＋720

＝ 1,840
525円 115円

II 500円 12キロ 50円 〃 960円 300円 60円
III 500円 10キロ 60円 〃 800円 150円 50円
IV 500円 8キロ 75円＝ ＝ 75円 〃 640円 0 40円

　　（出所）　日高普『経済原論』有斐閣選書，1983年，207頁
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ていくところに，絶対地代の発生根拠をみる。
日高は，この大内の説明の大筋「土地所有が投資を許さない」ことによる価格上昇という基本機

構を是認するのであるが，この基本的機構の確認に至るまで，二段の疑問・難問を提示しそれらに
回答を与えたうえで自身の結論を明示している。
つまりその第一段の問題とは「［最劣等地であっても］タダで貸さないということはよくわかるが，

しかしそのことからすぐに，地代を支払いうるほど市場価格が上昇するといえるだろうか。土地所
有は直接には生産物の市場価格を上昇させる力をもっていない」36という点である。つまり土地所
有と農産物価格の上昇は簡単にはつながらないのではないかという疑問37である。
この疑問に対する日高自らの回答は，「耕作を許さないということが市場価格を上昇させるので

あるが，これが，土地所有が市場価格を上昇させるためのたった一つの方法なのである。そして市
場価格を上昇させることなしに絶対地代を生み出すことが不可能としたら，これが絶対地代を生み
出すためのたった一つの方法であろう。超過利潤を横取りする力を別にすれば，耕作させないとい
う極めて消極的な方法によってだけ，土地所有の力は発揮される」38ということである。すなわち
土地所有は「耕作させない」ことによってのみ価格を上昇させうるとしているのである。
このように日高の第一段の疑問は，土地所有は農産物価格の上昇をどのように担保するかという

疑問であるが，その答えは「耕作させない」ということでしか発揮されない，と整理する。
すると第二段の疑問＝難問が出てくる。というのは「絶対地代を生じさせるような土地所有者の

力は耕作を許さないことだけによって発揮される」という命題と「絶対地代を手にいれるためには
耕作を許さなければならない」という命題，この二律背反的な二つの命題が両方とも成立しなけれ
ばならないからである39。「耕作させないことで発揮された土地所有の力は，耕作させればなくなる
のである。しかも耕作させなければ地代を手に入れることはできない。……絶対地代を生じさせる
ためには，土地所有は耕作を許してはならず，同時に許さなければならない」40という「パラドクス」
である。
日高はこのように「貸したいのに，貸したら力が発揮できない」という「土地所有の力のパラド

クス」を定立する。最劣等地（大内の表現では「限界地」）での耕作拒否による市場価格上昇によ
る超過利潤の成立から絶対地代を説明しようとすれば，この「難問」での煩悶・逡巡は必然であっ
たろう。「タダでは貸さない」という単純なことから絶対地代の成立を鵜呑にするのではなく，こ
うした煩悶・逡巡・疑問を整理していく姿勢は，大いに評価しなければならない。

36 日高普（1962）411頁
37 大内は日高のこの疑問に対して 1982年時点で，「［日高のばあいは］未墾地の土地所有の耕作拒否＝只では
土地の利用をゆるさない，という事実が絶対地代の成立をもたらすという点が強調されるあまり，それが耕
作圏に入るときこの『拒否権』がものをいう点が軽視，ないし無視されているのではないかと思われる。
……そもそも借地人がその一部を借り入れようとしない限りは，『拒否権』も発動しようがない。そしてそ
れの借入れが現実化するときはじめて地代が要求され，それが穀物の市場価格をつり上げるのである」（大
内（1982）597頁）とやや立ち入った言及をしている。

38 日高普（1962）418頁
39 日高普（1962）419頁
40 日高普（1962）420頁



48― ―

商　　学　　論　　集  第 84巻第 4号

日高として，最劣等地において貸せば増加分の需要が満たされて価格上昇はあり得ないし，貸さ
なければ地代は得られないという「難問」＝「解決のできないパラドクス」を確認したとすれば，最
劣等地の絶対地代は限りなくゼロに近いか，あるいは絶対地代の成立41は困難である，と結論付け
るべきであったろう。つまり最劣等地においては，そのパラドクスから逃れることはできないので
ある。こうして少なくとも「最劣等地での絶対地代論の無理性」・「絶対地代の否定論」のすぐ傍に
まで，日高は到達していた。
しかしながら日高は「絶対地代論の否定論」には至らず，むしろこのパラドクスを「解決」して

しまう。筆者からいえば日高は「無理」に「解決」してしまったのである。
この難問・パラドクスの日高による解決方法は，「一等級一経営単位」のドグマから脱すること
である。すなわち農産物需要増加の下で必要とされる第四級地〔最劣等地〕は一経営単位でできて
いるのでなく，多数のそれでできている。したがってある経営単位では貸し付けても，別の経営単
位では貸し付けない。貸し付けない土地所有者のおかけで，需要増加分が満たされないので市場価
格が上昇し，絶対地代の支払いを可能にしている，とするのである42。
より具体的には，需要が増大して第四級地（最劣等地）の一部に耕作が必要になったばあい「第

四級地のどの部分もタダでは耕作させない。そこでもしタダなら 30%耕作されてしかるべき土地
が 20%しか耕作されなければ需要はみたされないから，市場価格はそこの生産物の個別的生産価
格よりも高いところにとどまるであろう。その高い分だけ……超過利潤となり，絶対地代の支払い
を可能にしているのである」43。
しかし以上の如く絶対地代形成の基本機構をおさえたとしても，絶対地代成立の困難性は消えな

いのは日高も認識している。つまり，以下のような貸し出し競争44であり，真に重要な指摘である。
　ある土地の耕作拒否が他の土地の地代を可能にするのであるから，なるべく早く耕作圏に
はいった方がトクだ。

となれば，日高としては絶対地代の否定に進むかと思いきや，そうではなく「普通絶対地代は極
めて小さいところに抑えられるであろう」45あるいは「絶対地代は極めて小さいのが普通だという
結論だ」46と抑制的ながら，絶対地代を否定はしない。それどころか「極めて小さい」といいながら，
1983年の『経済原論』における具体的設定では表 2にあるように，第四級地（最劣等地）で一アー
ル当たり 40円，総収入 640円に対する比率では 6%余であり，第一級地では一アール当たりで差
額地代 525円に対して，絶対地代 115円にも相当する事例を提示している47。けっして「極めて小

41 日高の理論によれば，等級地が断続的であれば，ある等級地から次の等級地に耕作が至るまで過渡的であれ
地代は成立する。しかしこれは一時的・過渡的なものであり「過渡的差額地代」と整理され，絶対地代では
ない（日高普（1962）423頁）。

42 日高普（1962）422頁。この 30%と 20%の設例は，1983年の日高『経済原論』での記述でも同様である。
43 日高普（1962）422頁
44 日高普（1962）423頁
45 同前
46 日高普（1962）424頁
47 1962年での『地代論研究』で提示された事例でも，第四級地（最劣等地）1エーカー当たりでいえば総収入
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さい」とはいえない有意な水準である。
日高の 1983年『経済原論』においては，表 2の設例の説明として以下のような叙述（下線は引
用者）がある48。

　もし土地所有がなければ 75円の価格で，第四級地のうち 30%が耕作されれば満たされるよ
うな需要の大きさがあるとしよう。ところが第四級地の土地所有者が例えば一アール当たり
40円の地代を要求するものとし，一アール 8キロの小麦が生産できるとすれば，1キロの小
麦は 5円だけ高くなる。このため第四級地のうち 30%耕作されるはずのものが，20%しか耕
作されないことになる。供給が制限されて需要が満たされないので市場価格は 5円だけつり
上げられ，これが土地所有者に絶対地代として支払われるのである。

筆者が下線を付した「このため」という表現は，小麦が 1キロ当たり 75円であれば小麦需要は
第四級地の 30%までひろがるが，5円上昇して 1キロ 80円となれば需要は減退して第四級地の
20%にとどまるとの想定であろう。5円上昇して 1キロ 80円になっても第四級地の 20%分の需要
があるのだから，できるだけ早くその 20%のうちに入り 1アール当たり 40円の地代を確保したい
と土地の貸し出し競争が生ずるのは当然である。その 20%に入れないのであれば，1アール当た
り 40円の地代を引き下げ 30円，20円，いや 10円，5円の地代であっても土地を貸し出して地代
を現実に得ることが経済的利益につながる。つまり土地の貸し出し競争は地代の引き下げ競争に転
化せざるをえない。
その結果はこのように土地所有者が現実的利益を求める経済主体であることを前提にすれば，地

代ゼロに限りなく近づくことになろう。実際日高は，「絶対地代の上限」を問題にする項で，以下
のように述べている49（下線は引用者）。

　いま第四級地は一アール当たり 40円，小麦 1キロ当たりにすれば 5円の絶対地代を要求す
るものとしたが，それでは絶対地代は最大限どのくらいの地代を要求できるものであろうか。
第四級地の一部が耕作にはいるさいに未耕地に取り残されれば，自分の土地の耕作拒否で他
の土地の土地所有に影響を与えるし，自分は何も得ないのだからできるだけ未耕地に取り残
されないようにするであろう。このため要求する絶対地代の額はきわめて小さいものとなる
であろうが，ゼロにはならない。しかもいくら大きい額を要求したとしても，ある大きさ以
上にはなりえないのである。第四級地の投資を別にしてまだおこなわれていない投資のなか

で一番生産性の高いものが第二級地の第二次投資であるとし，その個別的生産価格が 85 7
5 円

であるとしよう。すると 75円の個別的生産価格で一キロの小麦を生産できる第四級地は，そ

の差の一キロ当たり 10 7
5 円以上の地代を要求できない。もしそれをしたら新しい投資は第四

級地をとびこして第二級地の第二次投資としておこなわれるであろうから。しかも既耕地の
追加投資には土地所有による制限は作用しえない。そこで絶対地代の上限はその次におこな

64シリングに対して，絶対地代 4シリングであり，比率としては 1983年『経済原論』での事例と同じである。
48 日高普（1983） 206-207頁
49 日高普（1983） 208-209頁
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われるはずの既耕地の追加投資によって与えられ，この例では一キロ当たり 10 7
5 円というと

ころに画されるのである。

ここでは絶対地代の上限が既耕地での第二次投資で画され，一キロ当たり 10 7
5 円を越えない事

例が設定されている。既耕地での第二次投資の扱いについては，すでに別稿50で疑問を提示してお
いたが，その点は今問わない（ただし需要増による既耕地での増産を無視はできない）。またより
第四級地の生産性に近接的・連続的な事例を設定していないこともさしあたり問わないことにしよ
う。
問題はむしろ上限ではなく，下限の方であるが，その際問題になるのは既耕地での第二次投資で

はなく，下線部分で触れている第四級地での土地所有者の動向である。ここでは日高自身が第四級
地の土地所有者は「できるだけ未耕地に取り残されないようにするであろう」と予測している。前
述の 1962年『地代論研究』でも同様に「なるべく早く耕作圏にはいった方がトクだ」と述べている。
20%の土地所有者が土地を貸出し，一アール当たり 5円の絶対地代を得ているものとすれば，そ
の他の土地所有者が貸し出しをせずに他の土地所有者の利益のために耐えるとするのは経済合理性
を欠く。そこでは貸し出し競争が起き，さらには地代の引き下げ競争が起き，需要増加分の 30%

を超えて貸し出しが増加する可能性すら出てくる。第四級地内の土地所有者が貸し出しを確かなも
のにするには一アール当たり 40円もの水準を要求するのではなく，30円あるいはそれ以下の低い
地代水準を提示して耕作させることになろう。そしてそれは既に触れたように貸し出し競争，地代
引き下げ競争につながり，供給量は増大して市場価格は低落していく。市場価格は必ずそこに集約
していくというものではないが，変動のなかでも第四級地での個別的生産価格が市場価格変動の理
論的中心点になり，そこでの地代水準は，第四級地が無償で耕作できる場合の個別的生産価格に限
りなく近い場所を最劣等地とするので，地代ゼロに収束していく，あるいはこの地代ゼロが地代水
準変動の理論的中心点になると考えざるを得ない。
このように第四級地が一等級一経営単位でない場合を想定したとしても，絶対地代の水準は限り
なくゼロに近いとするのが論理的であるが，日高はきわめて小さいとは言いながら「ゼロにはなら

ない」として，一アール当たり 40円の事例を提示したままである51。
このように日高は中途半端さを持っていたが，大内の絶対地代の形成機構に関わる問題提起を引

き継ぎ，大内以上により具体的に形成機構の難しさに肉薄した。そしてほぼ絶対地代は成立が困難
であるというところにまで至ったところに日高の貢献があったといえる。
かつて筆者は，1980年の論稿で日高のこの議論は「〈土地所有の独占＝未耕地の供給制限→供給

過少＝需要過多→市場価格の上昇→絶対地代〉という経路で絶対地代の形成機構を把握」しており，
50 飯島充男（2013）参照
51 そればかりではない。後の優等地での絶対地代を論じた部分では，以下のように「最劣等地未耕部分の土地
所有独占」の強固さを印象付ける文章が見える。

 　「［最劣等地では］貸されている部分とそうでない部分にわかれ，そうでない部分の耕作拒否が供給を制限
することによって市場価格をつり上げ，それによって貸しだされた最劣等地に地代を可能にするばかりでな
く，優等地の地代を増加させるのである。レーニンの言葉を使えば劣等地での未耕部分の土地所有独占が，
最劣等地の耕作部分を含めた全耕地の経営独占をひきおこしているのである」（日高普（1962）430頁）。
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農産物市場における独占価格形成を絶対地代の根拠にしていると整理した。そのうえで農産物市場
に土地所有が直接介入して需給不均衡を創り出すことの虚構性（日高の議論のばあい，たとえば農
産物市場の動向につねに目配りした地主カルテル等を想定しなければならなくなる）を指摘し，絶
対地代成立の場面を農産物市場そのものに直接的に求めようとする日高の試みを批判した52。
しかしこの日高の立論についての当時の飯島の否定的評価あるいは非難，つまり「日高の立論は

実質的には絶対地代の否定論であるから問題である」との見方は不適切なもので，むしろ逆に日高
（1962）は，農業生産物市場の独占的状態から絶対地代を説明しようと論理を突き詰めたが，そこ
で絶対地代の存在を主張するためには地主カルテル的な形態53を想定せざるを得ず，それは理論的
にも現実論的にも問題があり，むしろ農業生産物市場の独占という経路では絶対地代の成立はあり
得ないことを実質的に証明したと評価すべきであり，その点に日高の立論の意義はあったと考え
る54。
ただしそうした意義を持つ日高説も，結局絶対地代という虚像を否定することはしなかったが，

その点に限界があったと言わざるをえない。

52 飯島充男（1980）97-98頁
53 ここで青才高志（1998）から，飯島は「でたらめな非難」をしたと論難された（青才（1998）32-34頁脚注）
ので，それに答えておこう。まず，第 1に，飯島充男（1980）においては，日高ではなく飯島が「作り話」
をしたという。確かに日高が叙述していない「地代を徴収するために，市場動向につねに目配りしながら需
要量をこえないように供給量を調節する地主カルテル。既耕地地主に地代を保証させるために自己の利益を
顧みず階級的使命感に燃えて貸付拒否を行なう土地所有者。こうした土地所有者像」（飯島（1980）98頁）
を想定せざるを得ない，との表現をした。日高自身はそうした叙述してはいないが，日高の言うように絶対
地代の存在をそれでもいうのであれば，こうした経済合理性に反する土地所有者像を想定せざるを得ない。
この表現はやや極端で過剰な表現ではあると思うが，日高の「未耕部分の土地所有独占論」を突き詰めれば，
そのように理解しなければならないもので，基本的には間違いではないと現在でも考えている。

 　また第 2の「リカードの議論と一致してしまうので問題である」との飯島の批判は，結局日高の議論は突
き詰めれば絶対地代の否定論となることを，当時の筆者は問題としていたのである。日高自身は「絶対地代
は極めて小さい」と心配はしながらも絶対地代は否定してはいない。しかし日高の立論からいけば前項のよ
うな土地所有者像を想定せざるを得ず，その土地所有者像は不合理なので，絶対地代の否定論となる。それ
を絶対地代肯定の立場に立っていた当時の筆者は問題としたのである。

 　青才は，日高の議論は飯島が表現したような土地所有者像を想定していないと一方では言うが，「（日高は）
市場動向に……目配り」する土地所有者を想定している，とも述べ，それは「日高地代論にとっての逸脱」
だという。そして日高の本論は「ふつう絶対地代は極めて小さいところに抑えられるであろう」とする点に
ある，と見る。しかし本文で筆者が指摘しているように，最終的には日高の結論は絶対地代の完璧な成立論
なのである。この点を青才は見ていない，あるいは見ようとしていないのではないか。

 　ただし飯島（1980）において，マルクスの多義的な叙述（青才は「豊饒な叙述」と表現）がありながら，
その一部を恣意的に引用して，他者を批判することの問題性の指摘（青才（1998）34頁脚注）については受
け入れたいし，マルクスの地代論への幻想に，当時筆者がなお浸かっていた点は大いに反省したい。

54 ここに筆者のかつての論難についてお詫びし，あらためて日高普（1962）における絶対地代の形成機構の真
摯な追及の意義について明言しておきたい。
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4.　絶対地代の未成立─齋藤仁説の意義と大内・日高絶対地代肯定論の背景

（1）　齋藤仁の立論とその意義

大内と日高の地代論そして絶対地代論については，とりわけいわゆる宇野学派においてはその後
も一つの到達点あるいは出発点的立論となり，議論が引き継がれているが，その系譜のひとつとし
て齋藤仁（1998）の議論に注目したい。齋藤の議論は最終的に大内・日高の論理を突き詰めて，最
劣等地絶対地代論の無理性を実質的に論証していると考えるからである。
齋藤はまず日高普（1962）の立論はやはり絶対地代を証明していないとして，以下のように述べ

る55。
　日高普氏のように，ただでは貸さないといって資本投下を拒否する一部の土地所有によって
供給不足，その結果としての価格上昇の状況が作り出され，そこに絶対地代成立の根拠が与え
られるという説き方をするとしても，そこにまず成立する──借地契約として決定されそうに
なる──絶対地代は，貸付を行わず地代を得られなかった土地所有の地代獲得競争への参加の
誘因となり，結局地代はゼロになったところで落ち着くとしなければならないのではなかろう
か。

齋藤は，このように一般的な貸付拒否による供給不足による価格上昇から説明する絶対地代を否
定したのち，農業生産物市場におけるより微細な需要増大に照応する土地供給に着目して，やや長
い引用で示すが，以下のように「絶対地代の成立」を主張する56。
　差額地代は，第 1形態をとってみれば，資本が利用する土地について，優等自然条件をもつ
土地の量的制限性がより劣等な条件の土地への投資の拡大によって明らかになったところで発
生する。しかし，より劣等な条件の土地へと投資が拡大しなければならないほどに需要が増大
する前に，そのより優等条件にある土地の不耕作の余地をちょうどなくすだけの投資量を必要
とする需要の増大があり，それに対応してその土地がちょうど埋まるだけの投資が行われるこ
とがありうるであろう。…そしてこれは，かりに時間の経過でいえば，差額地代に転化する超
過利潤がその投資に発生する寸前の状態である。
　…差額地代の形成の場合にそうであったように，その土地，つまりその時の技術条件でもっ
とも高い生産性を保証するその等級の土地をめぐっての貸借競争が行われる。そこではその
土地はすでに制限された自然であり，したがってこの土地をめぐる貸借市場は，土地所有に
とってまったくの売り手市場となる。このようにしてここに地代が発生する。差額地代と違っ
てこの地代は，土地所有があることによって生まれた地代である。よくいわれる表現でいえ
ば土地所有の結果としての地代であり，その意味で絶対地代とよんでよいであろう。市場価
格は，その絶対地代を個別生産価格にプラスしたところまで上って落ちつく。

55 齋藤仁（1998）10頁
56 齋藤仁（1998）11-12頁，齋藤仁（1999）206-207頁。
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　この場合，この絶対地代の上限は，絶対地代をプラスした価格が次の順位の劣等投資の生
産価格，すなわちその土地も含めて優等地の追加投資の生産価格か，つぎに限界地たるべき
土地への投資の生産価格かの中のいずれか低い方を上限とすることによって画されることと
なる。

以上の齋藤の立論はやや理解の難しい説明であるが，齋藤仁（1999）自身の「補説」」（齋藤仁（1998）
に収録）57を示すとより理解が深まるであろう。

　私はこの論文では，それ［地代論における継起的投資の生産性－筆者］は不連続なもの，
階段状の段差のあるものとして考えなければならない，と主張した。需要の変化に対応する
供給の変化がある程度同一の生産性で行われうることを説く必要と優等地の制限を説く必要
と，この二つの必要を満たすためには，継起的投資の生産性は，同一土地への追加投資の場
合も異なる土地への投資の場合もいずれも不連続であると考えた方がよいからである。そし
てこれを不連続としなければ少なくとも私のような説き方の絶対地代論を説くことができな
いことはいうまでもない。

以上の齋藤仁の絶対地代論は，農業生産物市場の拡大局面を前提にしつつ，市場の一時的な移行
過程での成立を想定したものと考えざるを得ず，また生産性の「不連続性」を前提としたもので，
いわゆる原理論レベルの内容を構成するものとしては弱いものと考える。実際齋藤自身も，「補説」
でさらに以下のように述べている58。

　私の絶対地代の説き方では，絶対地代はいわば瞬間的にのみ成立するというように理解で
きそうだが，それでいいかという疑問がよせられた。私は絶対地代を，限界投資の行われて
いる土地がちょうど余地なく投資が行われる時にだけ，つまりそういう投資量を要求するだ
けの需要量の増加があった時にだけ，成立するものと考えたらどうか，とした。ということ
で絶対地代は瞬間的に成立するというのではなくて，やや強いいい方であるが，偶然的に成
立するといった方がいいかもしれない。こうして私の絶対地代は，土地所有の作用による地
代という意味では絶対的だが，土地所有があればつねに必ず成立するというものではなく，
その意味では絶対的な地代ということはできない。

このように齋藤仁の立論の意義は，絶対地代の必然的存在の論証はできず，むしろ逆にこうした
偶然的な想定をしなければ絶対地代の存在がいえないことを示したことである。大内力（1958）や
日高普（1962）と同様の 3つの前提，すなわち 1）農産物需要の増加という短期的な市場構造の変化，
2）農産物市場価格上昇を土地供給の不足から説明，3）土地豊度の生産性の変化は不連続，という
装置のもとで，大内や日高が明確には否定しなかった，絶対地代成立の困難性を示したものであり，
その視角からの絶対地代の不成立論であって，原理論レベルの絶対地代の一つの否定論として評価

57 齋藤仁（1999）217頁
58 齋藤仁（1999）218-219頁
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されるべきものと考える59。

（2）　大内・日高絶対地代肯定論の背景─「資本による土地所有の措定」の観念

前項で見たように大内・日高的装置による絶対地代の成立論は，齋藤仁によって内在的に否定さ
れたと考えられるが，大内力60が絶対地代の水準についても，またその安定性についても留保文言
を付してきたことは既に見てきたところである。繰り返しになるが，日高普も，前掲 49頁で引用
したように，「要求する絶対地代の額はきわめて小さいものとなる」としている。
しかしそういいながら日高も「ゼロにはならない」61とする常識論で済まし，「極めて小さい」額

がどこまでゼロに近づくか，ゼロに収束することが必然的で，実質的にゼロとならないのか，とい
う点を考察しようとはしない。絶対地代の上限については考察するものの，「下限」については突
き詰めてゆかない中途半端さがあったと言わざるをえない。
その中途半端さの背景には，大内に特徴的で，日高にも顕著な「資本による土地所有の措定」と
いう観念論があったのではないか。以下の大内の叙述62が象徴的である。
　原理的に問題を展開するばあいには，土地所有についても，それをたんに歴史的に与えられ
たものとして前提するわけにはゆかない。むしろ論理的には土地所有のないところから出発し，
地代が展開されるなかで，それの成立の必然性が論証されなければならない。

この資本によって土地所有が逆に必要とされるとする「資本による土地所有の措定論」が成立す

59 さらにこの大内・日高の絶対地代の論理の延長線上で，すでに 1976年時点で，新澤嘉芽統・華山謙は，『地
価と土地政策　第二版』の補論「地代の一般理論」という地代論を全面的に検討した小論で，第 3番目の前
提を連続的なものに変えて展開している。そして未耕地（限界地外）の複数の土地所有者間に競争が起これば，
絶対地代額はゼロに収束してしまうとして，地代総額に着目する「証明」を以下のように表現している。

 　「追加供給量を調整し，絶対地代総額を最大にするためには，貸付けるべき面積と，貸付を拒否すべき面
積とが，厳密に守られなければならない。ところが，個々の土地所有者たとえば Aにとっては，一定面積の
貸付を拒否するよりも，単位面積当たりの絶対地代額を若干引下げて全部の土地を貸し，彼のうる絶対地代
総額を大きくした方が有利に思われる。ところが，もし Aがこれを実行に移せば他の未耕地所有者たとえば
Bの土地を借りるものは減少せざるをえない。Bも地代収入の減少を甘受するはずはなく単位面積当たりの
絶対地代額を Aよりもさらに引下げて，かれのうる絶対地代総額を大きくしようとする。このような土地の
貸付競争は，単位面積当たりの絶対地代額を次第に小さなものとし，ついにはゼロに収束させることになる。
絶対地代は土地の貸付拒否を条件とするから，土地所有者相互間に競争のある一般のばあいには，絶対地代
は成立しない」（新澤嘉芽統・華山謙（1976）397-398頁）

 　ただし新澤・華山のように，絶対地代の「総額」を持ち出さずとも，絶対地代の地代水準を問題にしさえ
すれば貸付競争が生じ，ゼロに収束していくことはいえると考える。しかし新澤・華山が「貸付競争」を契
機として，地代がゼロに収束していくことを1976年時点ですでに明確にしていたことは大いに注目されるし，
その意義は大きい。

60 大内の留保文言として「絶対地代の額は，とうぜん小さいものにとどまることになろう」（大内（1982）587

頁），「絶対地代はそれとして安定的に存続するものでは必ずしもない」（同前 589頁）など参照。
61 日高普（1983）209頁
62 大内力（1958）223-224頁。大内力の「資本による土地所有の措定」の立論が，逆に「論証すべきものとし
ての絶対地代論」につながっているとみることができる。なお今東博文（1984）の地代論における土地所有
の位置づけに関する議論の整理も参照されたい。
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るためには，大内にとって絶対地代は必須の環であり，否定することはできなかった。すなわちま
ず差額地代論一般では以下のように資本の運動が土地所有の存在を必要とし，土地所有を生みだす
と説く63。
　資本はほんらい競争をつうじて利潤率を平均化させずにはおかないものである。したがって
農業のように，恒常的に超過利潤が生ぜざるをえない条件のもとでは，それが個々の資本家の
ポケットに流入しないで，第三者に引渡されるという機構が必然的にできざるをえないという
こと，いいかえれば差額地代を徴収する第三者たる土地所有は，そういう資本の競争自体が必
然的に生みださずにはおかないものである。

次いで最劣等地にも差額地代が生ずること（マルクスの叙述する第 44章の内容だが，筆者はこ
れを是認できない）を認め以下のように言う64。

　最劣等地にも差額地代は生ずるのであり，そのことを基礎にして最劣等地にも土地所有は必
然的に生ずる。このようにして耕作されるすべての土地に地代が生ずることを前提として，こ
れから耕作さるべき土地にも，あらかじめ地代を要求しうる根拠が与えられ，したがってそこ
にも土地所有の存立の基礎が与えられるという点である。つまり絶対地代においてこそまさに
前提となる土地所有は，このように差額地代の結果として与えられるという関係に立つのであ
り，またそうでなければ，差額地代から絶対地代への論理の展開はできない。

このように大内にあっては「すべての耕作地」に地代が生ずるだけでなく，「これから耕作さる
べき土地」にも地代を要求しうる根拠は，必然的でなければならない。この「これから耕作される
べき土地」に生ずる地代こそ絶対地代であり，絶対地代の存立は大内の「資本による土地所有の措
定論」にとって必須の環であった。したがってその存立を疑うことはできなかったといえよう。
一方の日高も大内以上に絶対地代の否定論に近い位置に近づきながら，結局そうはしなかった。

この背景にはやはり大内の「資本による土地所有の措定論」を絶賛する日高の立場があったと考え
る。日高は言う65。

　『資本論』でも宇野『原論』でも，土地所有を資本主義に押し付けられたものとし，地代を
土地所有にたいする資本主義の譲歩であるとしている。こうしたまちがいを脱し，土地所有は
資本主義が必然的に形成したものだという考えを明らかにしたのは大内『原論』である。

資本主義が必然的に土地所有を作り出すという非現実的観念論は，大内・日高的『原論』体系に
は必要なものであったが，その観念論が大内・日高の絶対地代形成に関する，より透徹した論理的
考察を妨げてしまったと言わざるをえない。

63 大内力（1958）222頁
64 大内力（1958）222-223頁
65 日高普（1983）190頁
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5.　虚像としての絶対地代論

（1）　国民的需要量を踏まえての最劣等地あるいは限界地外からの参入と「絶対地代」

これまでの検討で明らかになったように，絶対地代「成立」との関連で問題になるのは，限界
地（最劣等地）あるいは限界地外からの参入を含む土地所有間の貸し付け競争である。大内・日高
は既耕地での追加投資も重視しているが，この点には疑問がある。大内・日高はじめこの追加投資
については土地所有の制約がない66として，需要増を消す要素を見る。しかし追加投資が可能であ
るとすれば，それはその将来的な収益を見越して契約時点の地代水準に反映する可能性があるので，
追加投資にも制約は出てくるといわざるをえない。この問題は別稿で検討するが，限界地・限界地
外の土地所有者の貸し付け競争のみを考慮するだけで，絶対地代の形成の無理性，その虚像性を論
証できると言える。
大内と日高の絶対地代論は，土地生産物（農産物）需要の拡大を前提にし，土地所有が供給を

制約して，土地生産物価格（農産物価格）を最劣等地の個別的生産価格以上に保って，その差額部
分が絶対地代となるとするものである67。そしてこの論理建てでは，土地貸付競争が起きて，絶対
地代成立はいえないという点は，すでに大内，日高の絶対地代「形成」論の検討で示したところで
あるし，また齋藤仁の立論の示すところでもあった。
さてあらためてマルクスの地代論の一般的前提を確認すれば，1）土地利用は農業的利用のみ，

それも穀物生産のみとするいわゆる単一作物 single-cropを前提68とし，2）生産は，利潤を必要と

66 五味久寿（1976）は以下のように述べている。「絶対地代の特徴は，量的規定性を持っていないこと，いい
かえればその大きさを決定する経済的法則が存在しないということにあるといってよい。しかもここで『市
場の状況』が『決定する』ということは，絶対地代の大きさが無限に引き上げうることをいみするのではなく，
かえってそれを理論的にはゼロにまで引き下げうることをいみすると，われわれはみるべきであろう。なぜ
かといえば絶対地代において表現されている資本──土地所有の関係は具体的にみれば地代を支払わなけれ
ば資本家は土地を使用できないが，資本家が土地を使用しなければ地主は地代を得られないというだけの関
係だからである。もし土地所有の要求が資本の許容できる社会的限界をこえるならば，資本家は優等地へ追
加投資をおこなうことによって，地主の抵抗を回避しうるのである。／かくて，土地所有は資本を絶対的に
は制約していないのであるから，地代論の内容としてみると，絶対地代は補足的に規定しておけばよい問題
にすぎないと，われわれはみるべきであろう。」（五味久寿（1976）39頁）

 　五味は，このように資本の活動の先導性と，優等地への追加投資については土地所有による制約ができな
いことから，絶対地代の理論的ゼロの可能性をいうのであり，その点は今少し慎重な考察が必要だと考える
が，結論としての 1）絶対地代を理論的にはゼロにまで引き下げうること，2）地代論としては絶対地代は補
足的に規定しておけばよい問題に過ぎないこと，の 2点の指摘には，注目せざるを得ない。

67 大内と日高の絶対地代成立論は，青才高志（1998）のいうように確かにやや異なる。絶対地代を可能にする
市場価格の決定方式が，大内説では「要求地代額を含んだ形で市場価格が決まる」とするのに対して日高説
では「需給関係によって市場価格が決まる」（青才高志（1998）30頁）としている点である。しかし両者と
も農産物需要拡大を前提にしている点では同じである。

68 倉内宗一（2000）は，リカード，マルクスの地代論は穀物作の特殊理論で，戦後日本の最近の地代現象はリカー
ド的地代法則の小農版であり，畑のそれはチュウネンの「地代」論に概ね対応しているとの認識を表明し，
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しない小農民等ではなく，すべてが平均利潤を前提とする農業資本家によって担われるものとして
いる。生産は資本主義的農企業によってのみしかなされないのである。そしてこの二つの一般的前
提の下で，最劣等地に絶対地代が成立するかどうかというのが，絶対地代論の直接的論点である。
ここで大内や日高が考慮したような短期的な需要の増大のみを前提とせず，中期的あるいは長

期的に変動する国民的需要量を前提にした検討を行おう。国民的需要量から見ての最劣等地では，
当然差額地代は発生していないが，そこにさらに絶対的な地代が中長期的にありうるか否かという
ことが問題になる。
まず前述の井上晴丸の図 2（前掲 41頁参照）を用いて，国民的需要量という点にも留意しながら，

とくに未耕地・限界地外からの参入の問題を考慮して考察しておこう。井上は図 2に関して以下の
ように述べている69。
　X地よりも一層劣等な土地である Y地やさらに劣等な Z地についていうと……，もしそこ
での農業企業が，借地によらず，自分の所有地で行われるのであれば，少なくとも Z地まで
はいずれも工業諸部門なみの利潤を確保しうるのであるから，それらの企業は成立しうる。Z

地では，この所与の市場価値では絶対地代を支払う余裕はまったくない。Y地ではしかし絶対
地代部分の全部ではないが一部分だけは支払いうる。もし絶対地代部分の一部だけの支払いで
地主が満足するならば，Y地では借地による企業が成立しうる。

さて井上は X地を最劣等地としている。X地において差額地代がゼロであるところに平均利潤
にほぼ相当する絶対地代が描かれており，またその個別的価値に市場価格が一致しているので，X

地は全体的需要総体から見ての最劣等地にあたるとして良いであろう。
ここで X地より劣等な土地での対応が問題になる。井上のいうように，Y地の地主が「絶対地

代部分の一部だけの支払い」で満足するならば，「Y地では借地による企業が成立しうる」。Y地に
代表される X地より劣等でなおかつ利潤を確保できる土地では X地より低い絶対地代水準で貸し
付けることが経済合理的であるからには，X地から Z地直前までの耕境外の土地が低い絶対地代で
参入してくる可能性があり，そうなれば市場価格も低下して X地では絶対地代の引き下げがない
と土地借用はあり得ないことになってしまう。結果として X地より豊度の劣る土地の所有者が自
己の土地に対して何らかの対価を得ようとして行動するのであれば，最劣等地では絶対地代は非常
に小さなものになる，あるいは限りなくゼロに近いものに収束していくと考えるべきであろう。こ
の場合農産物需要の拡大を必ずしも前提にしなくとも絶対地代の未成立を説明できる。
一部繰り返しになるが，井上の図によらずに絶対地代の未成立を確認しておこう。図 3-1は，一
つの孤立した国民経済を単位として，横軸に優等地から劣等地までの豊度差を踏まえた土地を並べ
る。縦軸は価格水準をあらわし，個別的生産価格は右上がりで示される。

Q1地で絶対地代 AR1が存在するとし，その地代を前提とした P1という市場価格の場合，国民的
需要量は優等地 X地から Q1地までの土地でまかなわれるとしよう。この絶対地代 AR1を含む出発

逆に複数作物として考察すべき意義を強調している。
69 井上晴丸（1960）338頁。ただし井上のこのモデルは，農業資本の有機的構成の低さを前提にしており，こ
の点は大いに問題である。
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図 3-1　絶対地代の存在を仮定した出発図

図 3-2　絶対地代の存在を仮定した出発図からの市場価格・国民的需要量の変動と収束点
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図が安定的なものとして存続できるか否かが問題となる。簡単に判るように，市場価格 P1を下回
る個別的生産価格で生産できる Q1地から R1地までの土地では，AR1より低い地代水準で土地の貸
し出しを行えば，生産に供しえることになる。Q1から R1までの土地が新たに生産に参加しうるこ
とになれば，市場価格はさがり，国民的需要量はやや増加するとみるのが妥当であろう。
図 3-2はその市場価格と国民的需要量の変動を想定したものである。Q1地で AR1の絶対地代を

得るとする出発図から，耕境外の生産参加があって市場価格が低下し，やや国民的需要量は増大し
て Q2地で AR2水準の絶対地代を得る可能性がある局面に移動したとする。しかしこの絶対地代水
準でも安定はしない。ここでも Q2地から R2地までの範囲では，個別的生産価格が市場価格 P2水
準を下回るので生産に参加しうる。したがってさらに生産は需要量を越え，例えば Q3地で，AR1

や AR2より低い水準 AR3の絶対地代を得る可能性がある局面に移行したとする。
ここでも Q3地から R3地の参入がありうるので安定せず，市場価格は低下し需要量は増加する。

結局それは P0という市場価格水準で Q0地を最劣等地とする B点に収束することになると考える
べきである。最劣等地（ある価格水準を前提とした場合の国民的需要量から見ての最劣等地である）
の個別的生産価格水準に市場価格が一致するところに均衡あるいは収束するのであり，最劣等地で
の絶対地代は成立しえないのである。もちろん市場価格の変動は極まりない。ただその市場価格変
動の論理的中心点が B点になるのであり，そこでは絶対地代は限りなくゼロに近いものになるの
である。

（2）　「絶対地代」と土地所有の独占

こうした意味から，最劣等地での絶対地代論を否定せざるをえないが，しかしだからといって「土
地所有の独占」の「権能」，「資本に対する制限としての土地所有」の機能を無視するのは全くの誤
りであろう。土地所有は資本以前に実存していたものであり，資本制社会でも現実に存在する。そ
して資本によって措定され，資本に協調的な存在とは必ずしもいえない。例えば土地所有の力は，
借地料として，範疇的な意味での超過利潤の転化形態としての地代を引き出すだけでなく，労賃や
地代からの控除もありうる。また差額地代第 II形態として，農業生産方法の改善を見込んでの地
代収取もありうる。土地所有の独占は資本に対しても，労働に対しても敵対的な対応を示す場合が
しばしばである。
田代洋一は 1984年時点で，絶対地代こそ必ずしも明確に否定はしないが，その議論に入りこも

うとせず，絶対地代に関する議論の幅の狭さを暗喩し，それを政治過程も含む「土地所有の独占一
般の議論」に広げる必要性を指摘する70。

　土地所有は，それがたとえ「近代的」なものであれ，たんに価値と生産価格の差額収得で
満足するような階級調和的な存在では決してなく，資本にとっての「外的な力」＝独占を絶え
ず行使して資本蓄積を阻害しようとし，それがまさに階級独占であるがゆえに，それは政治

70 田代洋一（1984）293頁。なお竹永進（2010）は，1860年代半ばのマルクスの地代論研究を跡付けつつ，「絶
対地代論の大きな意義」をいう。しかし絶対地代論としての研究を重視すべきか，それとも土地所有論とし
ての研究を重視すべきかについて，マルクス自身がどのように考察し展開してきたのか，また我々自身がど
う考察すべきかについては，慎重に判断しなければならないと考える。田代（1993）も参照のこと。
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権力の基礎として政治力71まで駆使しようとする存在なのである。それゆえ，いずれの国にあっ
ても土地所有変革は，革命・戦争・大恐慌の「圧力」を要する。

そしてその土地所有の独占の議論は，いわば経済原論あるいは原理論の問題としてではなく，具
体論として説くしかないとして，以下72のように述べている。
　『資本論』絶対地代論では，「土地所有の独占，資本に対する制限としての土地所有」（全集
版 964頁）を，経済の次元で，土地所有者が「この就業場面の絶対量を増減させることはでき
ないが，市場にあるその量を増減させることはできる」（同 972頁）という，土地という生産
手段の供給制限としておさえている。かかる「独占」は，自由競争という内部運動原理を有す
る資本独占と異なって，具体的状況に応じて具体的に説かれるしかないのではないか。

筆者はかつて飯島（1980）で，土地所有独占の権能の象徴的発現場面として絶対地代を論じよう
としたが，それは無駄な試みで最劣等地での絶対地代は虚像であり成立しないとするのが本稿の結
論である。「価値と生産価格との相違」等の議論にこだわるのはもちろん意味がないし，大内や日
高のように，実質的には絶対地代論の否定にほぼ到達していたにもかかわらず，「資本による土地
所有の措定」あるいは資本と調和する土地所有の論証という観念のために，無理に絶対地代の存在
を言おうとしたことも，非とすべきであろう。
最劣等地における絶対地代の成立を虚像とする結論が，現実分析の上にどのような意義を有する

かについては，まず第 1に，絶対地代にこだわることなく，差額地代それも差額地代第 II形態論
の援用を基本にすること73，第 2に，現実の借地料（これを我々は実際には地代というが，範疇と
しての地代，すなわち超過利潤の転化形態として地代とは異なる）の分析で活かす際には土地所有
の力の発揮の様相を，絶対地代論からの援用ではなく，具体的な場面74から分析整理することが基
本となること，を確認したと言えるが，これらの点については実際の分析の中で示すしかない。

（掲載にあたって，林薫平氏には原稿全体に目を通していただき，非常に有益なアドバイスをい
ただいた。記して謝意を表する。）
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