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I　はじめに

　アダム・スミスによる経済学史上の理論的貢
献の 1つに，財の生産要素として，土地と労働
に加え，「資本」（capital）の存在を明示的に論
じた点が挙げられる1）．そして，それはより重
要な事実として，財の供給価格の構成要素とし
て「利潤」（profit）を資本に対応する分配とし
て明確に認識した2），ということを含意してい
る．スミスは『国富論』（An Inquiry into the Na-

ture and Causes of the Wealth of Nations, 1776）に
おいて「ストックの利潤とは，ある特定の種類
の労働，すなわち監督し指揮する労働の賃金に
対する別名」ではなく，「賃金とは…全く異なっ
た原理によって規定される」（WN, 66 / 訳（I）
82―83）と強調している．このようなスミス的
ないし古典派的「利潤」はそれ以前の学説にお
いて明確に表現されることはなかったが，それ
は勿論「利潤」という単語が用いられていなかっ
たことを意味しない．また前古典派的「利潤」
にあっても，古典派的側面を含む概念として用
いられていたこともしばしば指摘される3）．そ
こで「利潤」の理論的な取り扱いの発展が経済
学史上の 1つの興味となりうる．こうした「利
潤」に関する問題としては，スミスやその同時
代人が強調した富（wealth）に関する認識ない
しその社会会計としての解釈4）などが考えられ
る．すなわち，付加価値の構成についてである．

また分配という側面として，学説の背後に想定
されている階級観とも関連する．したがって，
ある学説の「利潤」概念に着目することは，学
説それ自体の論理構造だけでなく，学説が想定
している社会状態についての評価とも結びつ
く．そのことは，「利潤」がスミス以前の諸学
説を歴史的に評価する上で重要な役割を果たし
ていることをも意味する．そこで（スミス以前
の）各学説における「利潤」概念を，（i）富の
認識や（ii）階級や主体の取り扱いと併せて検
討することが要請されるのである．
　リチャード・カンティロン（Richard Cantil-

lon, c. 1680/1690―1734）は，小著『商業一般の
本性に関する試論』（Essai sur la nature du com-

merce en général, 1755）（以下，『試論』）におい
て（スミス以前に）経済を体系的に分析した最
初の人物として知られる5）が，カンティロンの
用いる「利潤」概念にもまた上述の意味でのス
ミス的「利潤」の萌芽を見出すことが可能であ
る．Prendergast（1991）によれば，カンティロ
ンの「利潤」概念は，『試論』全体を通じてあ
る主体の報酬の生計費を超える部分として定義
されていると解釈され，その意味ではスミスと
異なる．ただし，その利潤水準の決定に関して，
『試論』第 1部においては（a）労働としての監
督に対する特別な報酬として記述されているの
に対して，第 2部では（b）資本の規模との関
係が記述されている．もし後者の記述を敷衍し
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「利潤」と資本との対応を解釈できるとすれば，
カンティロンの学説史上の位置づけをスミス的
「利潤」との関連で論じることが可能となる．
しかし，その場合に前者の記述との整合性が解
釈上の問題として生じる．
　こうしたカンティロンの「利潤」の取り扱い
に関する議論は研究史において古くから存在
し，その観点は大きく 2つに分けられる．一方
は Spengler（1952; 1954）などが中心的に論じ
た「 内 在 価 値 」（intrinsic value; valeur intrin-

sèque）との関連についてである．この文脈に
おける内在価値とは，ある財の生産費が長期均
衡価格（long run equilibrium price）として成立
することを含意する概念として解釈されてお
り，不確定な取引価格が特定の主体の裁定行動
を通じてある一定の水準に収斂していく過程を
描写していると捉えられている．その場合に「利
潤」が長期均衡価格を構成しているかどうかに
関する解釈上の問題が生じる．Murphy（1986）
などの多くの先行研究の通説として「利潤」は
長期均衡価格としての内在価値の構成要素と見
なされている．他方，Hollander（1987），Brew-

er（1988; 1992），Aspromourgos（1989）などに
よれば，「利潤」は「企業者」（entrepreneur）と
の関連で理解されうる．企業者は，たとえば財
の販売と契約上の（固定的な）支払いとの差額
によって，不確定な所得の主体として定義され
る．そこで「利潤」は企業者の不確定な所得と
何らかの形で関連づけられる．特に，Brewer

（1992）はそうした企業者行動が利潤水準の決
定に対してどのような論理で関連づけられてい
るかを論じており，カンティロンの「利潤」構
造において企業者概念が重要な役割を負うこと
を示唆している．
　しかし，「利潤」と内在価値および企業者と
の関連について，（i）内在価値との関連，とり
わけ内在価値を長期均衡価格と解釈する場合と
（ii）企業者との関連で解釈する場合とでは，そ
れぞれ性質の異なる「利潤」が解釈されうるの

であって，それが「利潤」についての解釈上の
問題であったとも考えられる．そうだとすれば
「利潤」の内在価値および企業者との概念上の
関連を明示することで，カンティロン体系にお
ける「利潤」の取り扱いについての解釈に換え
ることができると考えられる．ただし，『試論』
において内在価値および企業者を定義している
記述は，両者を密接に関連づけており，それぞ
れを互いに独立な概念として理解するには困難
を伴う．先行研究においてもその点について詳
しく論じられておらず，そのために「利潤」の
解釈に関して不明確な部分が残されていたとも
言える．
　そこで本稿では，カンティロンの「利潤」構
造について，Prendergast（1991）の利潤水準決
定に関する 2つの解釈および Brewer（1992）
の企業者行動との関連づけ，に対してつぎの 2

つの意味で拡張的に議論を展開した．まずは内
在価値の定義から構成的に議論し，他方で企業
者を，『試論』の記述に則して多様な主体を含
む概念として捉え，そこから導かれる整合的な
「利潤」の取り扱いについて検討した．その結果，
カンティロンの「利潤」は性質の相異なる 2つ
の報酬から構成されると解釈された．また，そ
の 2つの報酬を区別しながら「利潤」を再検討
することによって，先行研究における整合性の
問題について一定の展望を与えることができ
た．
　カンティロン体系において（i）「利潤」は「内
在価値」に含まれたとしても，それはあくまで
も労働の価値にもとづいており，また（ii）「利
潤」が「企業者」と関連づけられる場合には，
その「企業者」に，資本に対応する報酬として
の「利潤」が分配されるとは限らないと解釈さ
れた．さらに（i）の点に関連して，「内在価値」
とスミスの「自然価格」（natural price）との明
確な対比が可能となり，また（ii）の点に関連し
て，スミスの「雇い主」（employer）―資本を
所有し，その資本によって企業を経営する主体
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―との対比が可能になった．それらの対比に
よって，カンティロンは（i）ある財の販売額
の内在価値との一致および（ii）ある企業者へ
の「利潤」の分配，を本質的に別個の現象とし
て記述していることが強調された．スミスはそ
の 2つの現象を集約的に取り扱っており，それ
はカンティロンからスミスへの系譜における概
念上の変化に関する 1つの説明になっている．
本稿の解釈では，先行研究では必ずしも捉えき
れなかったカンティロンとスミスの相違点―
特に長期均衡における想定に関して―が強調
され，したがって「利潤」概念の発展を学説史
上において評価するための枠組が提供されう
る．
　以下，本稿の構成はつぎのようになっている．
まず次節では内在価値と企業者のカンティロン
の記述と本稿における解釈について解説する．
続く第 III節で，『試論』における「利潤」の解
釈の可能性を内在価値と企業者の両面から論じ
る．第 IV節において，「利潤」がそれぞれの
文脈でどのような性質を有する概念であるかを
示す．第 V節で，その「利潤」解釈およびそ
こから導かれるカンティロン体系における長期
状態に関する想定をスミスとの比較によって学
説史上に位置づけ，最後に第 VI節で結論を述
べて論文を終える．

II　概念の定義

　本稿の目的は『試論』における「利潤」に整
合的な解釈を与えることであるが，カンティロ
ン体系において「利潤」が富の認識や階級とど
のように関連していたかを論じるためにも「内
在価値」および「企業者」の定義とそれに伴う
いくつかの解釈を確認する．

1.　「内在価値」
　カンティロンによる「内在価値」の定義は第
1部第 10, 11章を中心に，特につぎのように記
述される．

日々の労働の価値は土地の生産物とある関係
を持っており，ある物の内在価値はその生産
に用いられる土地の量とその土地に加わる労
働の量とによって測ることができるのである
が，これを再び言い換えれば，その労働に従
事した人々に割り当てられる生産物を産出す
るのに必要な土地の量によって測ることがで
きるのである．（24 / 訳 28）6）

ある財の「内在価値」は，第一にその財の生産
に投入された土地の量と労働の量を意味してお
り，第二に労働の価値が「土地の生産物とある
関係を持って」いることから「その労働に従事
した人々に割り当てられる生産物を産出するの
に必要な土地の量によって測ることができる」
のであり，したがって投入された土地の量およ
び労働の量から換算された土地の量の和によっ
て表現されることになる．ここで，ある財の内
在価値が明確に定義され，また上の記述の通り
に計算されるためには労働の価値と土地の生産
物の「ある関係」の成立が必要である．そこで
「土地と労働の価値の平価（pair）」と呼ばれる
関係についての定義が記述される．
　まずカンティロンは，隷農や自由な農夫，奴
隷職人などの労働の価値をつぎのように考え
る．生活必需品（simple subsistance）および家
族の維持費といった消費水準の点から，その労
働の価値を生活必需品の 2倍の土地生産物に相
当すると推定する（19―22 / 訳 23―26）．つまり，
労働 1単位を生活必需品 1単位あるいはその生
産に必要な土地投入量の 2倍と想定する．また
同様に借地農（あるいは隷農の監督）および親
方職人（あるいは奴隷職人の監督）について「た
いていの者は家族とともに毎日をきちんと暮ら
しており，彼らの労働，すなわち監督の価値は
彼らの生活のために使用される土地の生産物の
ほぼ 3倍と見積もってよいだろう」（23 / 訳 28）
とする．カンティロンは，以上の関係について
フランス南部やミドルセクス州などのいくつか
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の経済体系の例を交え，「この平価は労働に従
事する人々に割り当てられる土地の生産物がど
れくらい多いか少ないかによって，さまざまな
国で異なる」（24 / 訳 29）とする．その場合に，
カンティロンは各経済体系で異なる生産技術や
生産物の分配ルールを示唆しており，それらは
（1）生活必需品としての消費水準や土地生産性
が異なり，また（2）生活必需品の 2倍の価値
に相当する労働（以下，「単純労働」）およびそ
れ以上の価値―上の監督の例にしたがえば
「ほぼ 3倍」の価値―に相当する労働（以下，
「高級労働」7））の比率などによって区別される
と考えられる．そこで本稿では，各経済体系に
対して生活必需品バスケットについての生産技
術と分配ルールが与えられているものとして，
その下での「平価」が（1）生活必需品バスケッ
トおよびその 1単位の生産に必要な土地投入量
（以下，「生活必需品―土地必要量」）と（2）単
純労働と高級労働によって定まると解釈す
る8）．以下では，ある経済体系を例として，そ
こで定まる平価によって定義される内在価値に
ついて確認していくことにする．なお，各経済
体系における生産技術および分配ルールの与え
られ方については「利潤」の解釈と関連するた
め次節で検討する．
　今，ある経済体系において生活必需品バス
ケットが存在し，その生産技術をつぎのように
仮定する．すなわちバスケットは生活必需品―
土地必要量，単純労働および高級労働を生産要
素として，各要素の生産性に関しては，生活必
需品―土地必要量 1単位に対して 1単位，単純
労働 1単位に対して 2単位，高級労働 1単位に
対して 3単位のバスケットが生産されるとす
る9）．また生産されたバスケットの分配ルール
をつぎのように仮定する．すなわちそれぞれの
要素投入に対応して生産されたバスケットの単
位数が分配される10）．そこで，（バスケット以
外の）各財における生産と分配の関係がバス
ケットにおける関係と同様に対応すると想定す

ることで，この経済体系における各財について
の内在価値が『試論』の記述どおりに定義され，
計算可能になる．たとえば，ある財 1単位が，
生活必需品―土地必要量 1単位，単純労働 1単
位および高級労働 1単位によって生産されたと
すれば，その財の内在価値はバスケット 6単位
分であり，1/6（バスケット 1単位分）が地代
として，1/3（バスケット 2単位分）が単純賃
金として，1/2（バスケット 3単位分）が高級
賃金として分配される．このときバスケットで
表示された単位数に生活必需品―土地必要量を
乗じれば土地で表示された内在価値となる11）．
　以上が内在価値の定義であるが，ある経済体
系において各財がこうして定まる内在価値にし
たがって取引されるとすれば，カンティロンの
価値・価格体系は（特殊な条件を含む）生産費
説と解釈できる12）．しかし，『試論』では内在
価値と明示的に区別される概念として「市場価
格」（market price; prix du marché）が記述される．
ある財の「市場価格」は「売りに出される物産
または商品の量とそれに見合う需要すなわち買
い手の人数」（67 / 訳 79）によって定まると考
えられており，各時点・場所においてそれぞれ
成立している価格を意味している．「物の内在
価値は決して変動しない」（18 / 訳 21）のに対
して13），「商品や物産の生産を，それらの一国
内での消費につり合わせることが不可能である
ために，市場価格の毎日の変動と止むことのな
い高下の波動とが生じる」（Ibid.）と述べられて
おり，各財の市場価格は内在価値と常に安定的
な関係にあるとは限らないと想定されている．
ただし，「きちんと整った社会では，その消費
がかなり恒常的で不変であるような商品や物産
の場合，それらの市場価格が内在価値から大き
く離れることはない」（Ibid.）．したがって，も
し「きちんと整った社会」においてある財の「消
費が恒常的で不変である」ならば，その財の市
場価格は内在価値に対して何らかの意味で安定
的な関係にあり，さらに両者が一致している場
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合についてはその財は生産費によって販売され
ると解釈される．
　つぎに「企業者」の定義を確認するが，カン
ティロンは特定の職業を上の市場価格の変動に
よって「企業者」と特徴づけていると考えられ
る．

2.　「企 業 者」

 カンティロンは，社会に存在する主体を 2つ
ないし 3つの階級に分類する．まず土地を所有
する主体として「地主」（propriétaire）を考え，
その性質に関して「自立自存（indépendence）
で生きていけるのは君主と地主だけである」
（25 / 訳 30）と述べる14）．その自立自存な地主
との対比において，土地を所有しない主体を「従
属者」（dépendant）と位置づけ，さらにこの従
属者を，「給与の取得者」（gens à gages）と「企
業者」に分類する．前者は労働に対して一定の
給与という形での所得を受け取る主体で，たと
えば「棒給を受ける将軍や年金を授かる廷臣や
給金をもらう召使い」（31 / 訳 38）が含まれる．
それに対して後者は，労働の報酬として受け取
ることのできる所得が職業上の性質から不確定
である主体を意味する．たとえば，商人は，買
い入れ価格を契約上一定と仮定すれば，不確定
な売り上げ価格との差額によって定まる所得も
不確定になる．したがって，この主体は企業者
に含まれる．
　ここで企業者はあくまでも所得が不確定な主
体として定義されており，この定義は乞食や盗
賊などにも適用される（32 / 訳 38）．「…自分の
企業を経営する資本をもって自立していよう
と，あるいはなんらの資本もなく自分自身の労
働によるだけの企業者であろうと同じ」（31―
32 / 訳 38）である．ある主体が企業者として定
義される場合に，その労働が単純労働であるか
高級労働であるかは，直接的には無関係である．
　その一方で，特定の企業者については報酬の
水準という点で単純賃金および高級賃金と関連

づけられる記述が存在する．そこで，本稿の解
釈の下での単純労働および高級労働と企業者の
関連について確認したい．カンティロンは平価
の記述に伴ってつぎのように述べる．

ヨーロッパの借地農と親方職人はすべて企業
者であり，彼らは自ら危険を冒して働くので，
ある者は富裕になり，生活の資を 2倍以上も
稼ぎ，またある者は零落して破産する．
（23 / 訳 28）

　借地農や親方職人によって生産された財の内
在価値，すなわち地代および賃金からなる生産
費が一定であるのに対して，その財の市場価格
が変動したとすれば，その差額は変動する．も
し（ヨーロッパの）借地農や親方職人の所得が
その差額の変動に対応して不確定になるとすれ
ば，借地農や親方職人が企業者に含まれると解
釈される．そこで，借地農や親方職人の所得が
各々の生産する財の市場価格と内在価値との差
額とどのように対応するかについて検討しなけ
ればならない．この対応は特に分配ルールと関
わるため，本稿の解釈においては重要である．
次節ではカンティロンの「利潤」概念について
検討するが，その対応に注意しながら借地農お
よび親方職人の職業上の性質に関する記述を解
釈していくことが主な論点となる．

III　「利潤」解釈の可能性

　前節において内在価値と企業者の定義を確認
した．本節では Prendergast（1991）の問題提起
にしたがって，『試論』における「利潤」の 2

通りの解釈の可能性，すなわち，利潤水準の決
定が（a）労働の特殊性，とりわけ労働として
の監督の特殊性から説明される場合と，（b）資
本の規模との関係から説明される場合について
概観するために，該当箇所で記述される各主体
の所得について議論する．その場合に，確認さ
れた内在価値および企業者，それぞれの定義と
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関係づける．

1.　労働としての監督に対する報酬
　まず監督の所得は前節の議論から高級賃金か
らなると考えられる．他方，ある経済体系にお
ける監督と，また別の経済体系における借地農・
親方職人の（職業上の機能としての）対応がつ
ぎのように記述される．

ヨーロッパにおける借地農は他の諸地域にお
ける隷農の監督に相当し，数人の職人を使う
親方職人は奴隷職人の監督に相当するように
思われる．（23 / 訳 27―28）

ただし，前節で示したように（ヨーロッパにお
ける）借地農・親方職人は企業者であると述べ
られているのであるから，その所得については
別途に解釈を要する．そこで，以下では監督お
よび借地農・親方職人の各所得を内在価値から
構成的に議論したい．
　監督労働に対する報酬については，内在価値
について記述されている第 1部第 10章におい
て確認される．

彼〔地主〕は監督たちに対しては，彼らが持っ
ている信用と権限とに見合った特典を与えな
ければならない．…彼ら〔奴隷〕の仕事に通
じていなければならない監督たちに対して
は，隷農たち等に対するよりもずっと割のよ
い生活の資を与えてやらねばならない．
（19 / 訳 23［〔　〕内は引用者による］）

この記述において，監督は地主の下で労働する
主体である．この場合，地主は監督の「信用と
権限」の生産性を評価し，それにもとづく分配
ルールを決定すると考えられる．もし地主が生
産性の評価およびそれにもとづいた分配を正確
に決定しているとすれば，前節で検討した平価
の定義から計算される財の内在価値は，隷農に

対する単純賃金，監督に対する高級賃金および
地主に対する地代によって構成されることにな
る．なお，ここでは地主による賃金の前払いが
想定された記述になっており，その意味で資本
の存在は確認される．しかし，その資本に対応
する報酬は存在したとしても地代に一括されて
おり，その水準の決まり方については明らかで
はない．
　これに対して，第 1部第 14章では農夫の監
督が借地農となる手続きが，つぎのような分配
ルールの変更を仮定することによって説明され
る．

地主は多くの世話や面倒を避けるために，農
夫の監督たちと相談して，ある計算を行う．
彼は農場あるいは自分の土地の一部を彼らに
与えて，彼らがこれまで監督してきた農民た
ち全員をこれまでどおり平常に維持するよう
に，その世話を彼らに任せ，またこうして借
地農すなわち企業者になった監督たちは土地
あるいは農場の仕事をする農夫たちに対し
て，彼らの食糧や衣服やその他の，かつて地
主が仕事を指揮させていたときに農夫たちが
与えられていた日用品のために生産物の別の
3分の 1を譲渡するものとしよう．（34 / 訳
41）

職人の監督から親方職人となる手続きについて
も同様に説明される．

地主は職人の監督たちと相談して，食糧の量
と，それ以外の，かつて職人たちに与えられ
ていた日用品とについて，ある計算を行うと
しよう．地主は職人の監督たちを親方職人に
する．地主は借地農たちが親方職人たちに羊
毛を売り渡す価格や親方職人たちが地主にラ
シャ地を提供する価格を…親方職人たちがか
つて監督であったときとほぼ同じ利益と喜び
を持てるように，また職人たちも以前と同じ
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生計を維持できるように決められるとしよ
う．（Ibid.）

　上の分配ルールの変更によっても，「すべて
の住民は地主が直接に自分で土地の活用をは
かっていたときとほぼ同様の暮らし方をするも
のと仮定」（35 / 訳 43）する限り，借地農・親
方職人の報酬の水準は高級賃金，すなわち監督
に対する報酬と変わらないと考えられる．ここ
で，分配ルールの変更が仮定されており，それ
によって変更前とは経済体系が異なると想定さ
れるため，この場合の平価についても確認する
必要がある．
　カンティロンは，この場合に「ある借地農は
消費の割合をほぼつかむと，…なにか著しい消
費の変化が見えない限り，このやり方〔土地の
使い方〕を変えないだろう」（35 / 訳 42―43）と
述べ，生産技術についての変更は想定されてい
ない．また「ほぼ同様の暮らし方をするものと
仮定」しているのだから，生活必需品―土地必
要量も変化しないと考えられる．上で確認した
ように借地農・親方職人の報酬の水準は高級賃
金と変わらないのであるから，平価についても
前と同様に定まっていると考えられる．もしそ
うだとすれば，借地農あるいは親方職人によっ
て生産された各財の内在価値はそれぞれ前と同
じ値になり，ただしその構成については高級賃
金部分が借地農あるいは親方職人の所得へと変
化する．なお，この分配ルールの変更は地主か
ら借地農・親方職人への賃金の前払いの委託を
意味しており，その意味で借地農・親方職人は
資本を運用しているが，その資本は依然として
地主に所有されていると解釈される．したがっ
て，前と同様に資本に対応する報酬は存在した
としても地代に一括されるため，その水準の決
まり方は明らかではない15）．
　一方で，第 1部第 14章は地主の消費行動の
変化による財の市場価格の変化の記述を主な目
的としており，「ほぼ同様の暮らし方」という

仮定は落とされる．

…地主の気質あるいは生活様式が土地の使い
方を決め，消費の変動を起こして，それがま
た市価の変動を生じさせるのである．もしあ
る国ですべての地主が直接，自分自身で土地
を耕作させたならば，彼らはその土地を自分
の気に入ったものの生産に当てただろう．し
かも消費の変動は主として彼らの生活様式に
よってひき起こされるのであるから，彼らが
市場でつける価格が借地農たちに土地の使用
法と使用権とに関する，いっさいの変更を決
意させるのである．（36 / 訳 44）

　前節で見たように，ある財の市場価格が内在
価値に対して安定的な関係になるのは，その財
の「消費が恒常的で不変」な場合である16）．し
かし，この想定の下ではいくつかの財の消費が
社会的に変化し17），したがってそれらの財の市
場価格の内在価値に対する安定的な関係は破れ
る．この場合，（分配ルールにしたがって）所
与の単純賃金と地代を支払う借地農・親方職人
の所得は，高級賃金部分と，それぞれが生産し
ている財の市場価格と内在価値との差額―値
として正の場合も負の場合もありうる―の合
計である．
　こうして監督および借地農・親方職人の所得
について解釈されたが，これによって前節で示
唆された借地農・親方職人の所得と各財の市場
価格と内在価値との差額の関係，また借地農・
親方職人が企業者であるという記述の意味はつ
ぎのように確かめられる．
　今，隷農・奴隷職人，その監督および地主か
らなる経済体系を考え，さらに地主から監督へ
資本が委託され分配ルールが変更したとしよ
う．もしすべての財の市場価格が内在価値に一
致して安定的であったとすれば，「彼らの労働，
すなわち監督の価値は彼らの生活のために使用
される土地の生産物のほぼ 3倍と見積もってよ
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いだろう」（23 / 訳 28）．しかし，市場価格が内
在価値に安定的でない財が存在したとすれば，
「彼らは自ら危険を冒して働くので，ある者は
富裕になり，生活の資を 2倍以上も稼ぎ，また
ある者は零落して破産する」（Ibid.）ことになる．
また企業者は所得が不確定な主体として定義さ
れているため，借地農・親方職人が企業者であ
るということは，各財の市場価格が内在価値に
安定的でないことと同義である18）．以上から，
各財の市場価格と内在価値との差額が，その財
を生産した借地農・親方職人の所得の不確定な
部分を構成し，したがって各借地農・親方職人
を企業者として特徴づける分配（以下，「企業
者利潤」19））になっていると解釈される．なお，
この企業者利潤は所与の各借地農・親方職人の
労働の価値に対して定まる点に注意されたい．

2.　資本の規模
　前項では第 1部を，特定の経済体系における
監督や借地農・親方職人の所得に限定された記
述として解釈した．そこでは，ある種の地主主
導の監督経済，あるいは監督が地主に所有され
る資本を元手に企業を経営している経済という
意味で特定化された経済が想定されていた．ま
た，そうした資本の委託を借地農・親方職人の
発生と捉えた場合，その手続きは地主主導とい
うことに応じて単純化されていた．しかし，一
般的にそうした借地農の発生過程は多様である
と考えられ，また第 2部の記述はそのような一
般的な想定にもとづいていると解釈できる．そ
の記述において借地農の分配に資本の規模が関
連する．そこで，以下では第 2部における借地
農の発生過程を検討し，その手続きにもとづい
て前項で議論した第 1部の借地農の発生過程を
再解釈する．それによって，第 1部と第 2部で
想定の異なる経済体系においてもそれぞれの分
配の構成を対比することが可能となり，した
がってカンティロンの「利潤」概念も解釈され
る．

　まず議論の対象となる借地農の分配ルールお
よびその水準はつぎの記述にしたがうものとす
る．

借地農は 3つの地代を生みださねばならない
というのが，イングランドでの普通の考えで
ある．すなわち，1，彼が地主に支払う主要な，
そして本当の地代であり，これは彼の農場の
生産物の 3分の 1の価格に等しいと考えられ
る．第 2の地代は彼自身の生計の維持と，彼
の農場の耕作に使っている人間と馬の維持と
のためのものである．そして最後に，第 3の
地代は彼の手もとに残って，彼の企業に利潤
をあげさせるために用いられるべきものであ
る20）．（69 / 訳 81）

こうした借地農は，「農場の耕作に使っている
人間と馬の維持」にあてる分配を決定している
という意味で，資本を元手に企業を経営してい
る．前項で解釈された第 1部の借地農は地主に
所有される資本を元手に企業を経営していた
が，ここでの借地農の企業経営はより一般的に，
借地農自身が資本を所有している場合や，ある
いは地主ではない主体が資本を所有している場
合も含めて想定されている．前者については，
つぎのように記述される．

もし借地農が彼の企業を経営するのに十分な
資本を持っているならば，つまりもし彼が必
要なすべての道具や器具や農耕馬や土地を肥
沃にするために必要な家畜などを持っている
ならば，彼はすべての経費を差し引いた上で，
彼の農場の生産物の 3分の 1を自分のものと
して取るだろう．（112 / 訳 129―30）

ここでの借地農は，所有する資本によって企業
を経営し「3つの地代」で定まる水準の分配を
決定している．一方，後者に関しては，給与の
取得者としての農夫が借地農となる手続きにつ
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いての説明を含んでいる．

…1人のやり手の農夫がいるとして，彼は自
分の賃仕事でその日その日を暮らしているの
で，資本というものを全く持っていないのだ
が，その彼が誰か自分に土地（fonds）21）か，
あるいは土地を買うための貨幣を貸してくれ
るという人を見つけることができるとするな
らば，…彼がそこの借地農あるいは企業者と
なる農場の生産物の 3分の 1を，この貸手に
与えることができるだろう．（112 / 訳 130）

この経済体系において貸手となる主体が存在
し，もしある農夫がその貸手と何らかの貸借契
約を締結するならば，その農夫は借地農となり
先の水準と同様の分配を決定する．ただし，第
3の地代部分については貸借契約によって貸手
に提供されると想定されている．そこでその貸
借契約における金利および貸しつける資本の規
模の決定が問題となる．
　第 2部において金利の根拠は「借手の必要と
貸手の不安と貪欲」（111 / 訳 129）によって説
明され，特に各貸借契約における金利の決定に
関して「その恒常的な慣行〔貸借契約〕は企業
者たちがそれによって生みだすことのできる利
潤にもとづくものと思われる」（Ibid.）と述べ
られる．したがって貸手は，借手が企業経営を
通じて決定する分配に関する何らかの情報を参
照して金利を提示し，また借手は提示された金
利にしたがって貸借契約を締結すると考えられ
る．そうした貸手が参照する情報は帽子職人を
例につぎのように記述される．

こういう製造業者〔帽子職人〕の生計費とい
うものは，彼が自分の取引のために借り入れ
る金額の価値…に比べれば小さな価値のもの
である．したがって彼が誠実で勤勉な人間で
あれば，貸手たちは自分たちの資本を失うよ
うな大きな危険を冒すことはない．しかし…

貸手たちは常に彼に対して貸しつけの価値の
20ないし 30パーセントの利潤あるいは利子
を要求するだろう．しかしそれでも彼を良い
と思う人々だけは，彼に信用を与えるだろう．
（113 / 訳 132）

ここで帽子職人は（既に締結された）貸借契約
によって十分な規模の資本を経営する企業者と
想定されている．その企業者が「誠実で勤勉な
人間であれば」与えられた資本によって企業を
適切に経営し，貸借契約で提示された金利の支
払いに十分な分配を決定することが可能とな
る．一方でそうした「誠実で勤勉な」帽子職人
とは対照的なパリの水売り人も例示される．

もしパリの水売り人が自分自身の労働で企業
者として開業するとすれば，彼が必要とする
資本は全部で手桶 2つ分の価格であって，彼
はこれを銀 1オンスで買えるだろう．その後
は彼が稼ぐ分だけ全部が利潤となるのであ
る．もし彼が自分の労働で 1年に銀 50オン
スを稼ぐとすれば，彼の資本あるいは借入金
の額と彼の利潤の額との比は 1対 50であろ
う．（114 / 訳 132）

しかし，「彼らは仕事が多かろうと少なかろう
と，稼いだ分は全部，簡単に使ってしまう」
（114 / 訳 133）ため，「自分の毎日の労働で稼ぐ
貨幣だけでなく，彼らに貸しつけられた貨幣ま
でも，その全部をすぐに自分の生計費として
使ってしまうだろう」（Ibid.）と想定されている．
以上の 2つの対照的な例は，企業の経営を通じ
て決定される分配が企業者の労働の価値および
消費抑制の度合によってその構成を変えること
を示している．一般に，企業者は「利潤を決定
する前に，常に彼らの食料と生計費とを差し引
く必要がある」（Ibid.）と想定されており，し
かし「下層の企業者の場合には，それを決定す
ることはほとんどできない」（Ibid.）のである．
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こうした企業者の例において，確かに分配の決
定と資本の規模は関連していることが確認され
る．しかし，それは何らかの貸借契約を媒介に
して関連しているのであって，貸手はその貸借
契約を提示するにあたって，借手の分配に関す
る情報，すなわちその労働の価値および消費抑
制の度合（以下，「信用力」22））を事前に参照す
ると想定されている．
　以上の貸借契約が先の借地農に適用されてい
るとすれば，ある農夫が借地農となる手続きは
つぎのように解釈できる．すなわち，ある貸手
はその農夫の信用力を（正確に）参照して十分
な規模の資本および第 3の地代すべてを支払う
ような金利を提示し，その農夫は貸手の提示に
したがって貸借契約を締結し借地農となる．さ
らに，こうした借地農の発生過程に対応してい
る貸借契約と同様の構造を，前項で議論した第
1部の借地農に関する記述に適用することで以
下のように再解釈できる．
　第 1部では，地主の下で高級労働を投入する
監督は，地主からの資本の委託によって借地農
になると想定されていた．そこでの分配の構成
は地主によって評価された監督の価値に応じて
決まっていたのであるが，「彼〔地主〕は監督
たちに対しては，彼らが持っている信用と権限
とに見合った特典を与えなければならない」
（19 / 訳 23）と記述されていたことに着目すれ
ば，つぎのように解釈される．すなわち，第 1

部においては地主が貸手を兼ねており23），地主
は監督の「信用と権限」，すなわち信用力を参
照して適当な金利―地代に一括される―お
よび委託する資本の規模を提示し，監督はそれ
らにしたがって借地農になるということであ
る24）．
　以上の再解釈から第 1部における第 3の地代
部分が仮想され，それによって第 1部と第 2部
における分配の構成を比較できる．第 2部にお
ける「やり手の農夫」という記述が高級労働の
所有を意味していると理解すれば，第 3の地代

の構成は借地農として生産した財の内在価値の
一部をなす高級賃金部分と自身の消費分との差
額および企業者利潤の合計である．前者は「彼
〔借地農〕が大いに節約し，必需品の何かを削っ
て」（112 / 訳 130）いる限りは常に確定的な水
準として発生し，また後者については前項で確
かめたように借地農が企業者であることを特徴
づける不確定的な部分である．
　今，借地農以外の企業者の決定している分配
の構成も 3つの地代に対応している―農業以
外の部門については第 1の地代を除いて考える
―と解釈すれば，カンティロンにおける「利
潤」は上述の性質の相異なる 2つの報酬からな
る．すなわち，その主体の労働の価値と消費と
の差額および企業者利潤の合計である．
　以上が本稿の解釈にもとづくカンティロンの
利潤であるが，これは Prendergast（1991）の結
論とつぎのように対応する．Prendergast（1991, 
428）によれば，カンティロンの利潤は生存水
準の超過部分として解釈されるが，上記の主体
が消費を生存水準に抑制していると想定すれ
ば，その主体の生存水準を超過する部分は労働
の価値と生存水準との差額および企業者利潤の
合計である25）．したがって本稿では先行研究の
利潤解釈を構成的に捉えていると言える．次節
ではこうした利潤の構成を念頭に，『試論』に
おける論理構造について検討する．

IV　「利潤」の性質

　本節では，前節で解釈された限りの利潤と内
在価値および企業者，それぞれとの関係を示し，
また併せて先行研究における第 1部と第 2部の
整合性の問題についても確認する．
　まず内在価値との関連を明らかにするため
に，すべての財の市場価格と内在価値が一致し
ていると仮定しよう．ある財を生産する主体に
利潤が分配されるとは，その主体の労働の価値
と消費との差額あるいは企業者利潤が生じると
いうことであるから，もしその財の市場価格と



金子　カンティロンの「利潤」概念　　93

内在価値が一致しているならば，その利潤は労
働の価値と消費との差額のみからなる．Pren-

dergast（1991, 427―28）によれば，第 1部では
利潤は内在価値を構成していると解釈される
が，上の議論から，その利潤はあくまでも労働
の価値と消費との差額に限定されていたことが
分かる．
　一方，企業者との関連であるが，ある主体を
企業者として特徴づけるのは，その主体の利潤
の一部をなす企業者利潤である．企業者利潤は
各財の内在価値に対する市場価格の変動によっ
て分配されるのであるから，もしある財が存在
し市場価格が内在価値に一致していないのであ
れば，その財を生産している主体に企業者利潤
が分配される．ここで，再び Prendergast（1991, 
428）によれば，第 2部では利潤は「正常価
格」26）を構成していると解釈される．しかし，
その場合の利潤は労働の価値と消費との差額お
よび企業者利潤，すなわち市場価格（正常価格）
と内在価値との差額の合計であることが分か
る．
　以上から第 1部と第 2部の整合性の問題は，
利潤の構成を明らかにすることによって確認さ
れたことになる．すなわち，どちらの借地農も
各財の市場価格と内在価値が一致する場合に
は，その財を生産している借地農には利潤が分
配されるとしても労働の価値と消費との差額に
限定されており，また市場価格と内在価値が一
致していない場合には，その差額（負の値もあ
りうる）が上の差額に加わり利潤をなす．した
がって，いずれの借地農の所得についても同様
の利潤の構成にもとづいており，その意味で整
合性の問題への解答を与える解釈となってい
る．
　さて，そこでこうした利潤解釈にもとづき利
潤水準の決定について考える．本稿では，利潤
水準の決定に関する事前的な情報を信用力と呼
び，特定の主体―第 1部においては地主，第
2部においては貸手―が適当な金利と委託す

る資本の規模を提示する場合に，各企業者の信
用力，すなわちその労働の価値および消費抑制
の度合を参照しているものとした．ある企業者
が何らかの財の生産および販売を通じて決定す
る分配には，そうした信用力に加えて，その財
の市場価格の変動が影響を及ぼす．各経済体系
において，報酬の確定的な部分を意味する前者
は複数種類の労働の価値についての表27）および
ある一定の生存水準によって，不確定的な部分
を意味する後者は需要表によってそれぞれ与え
られ，その水準は（前者に限定しても各主体の
労働の価値や消費抑制の度合に応じて）多様で
ありうる．また金利の決定についても，各貸借
契約に応じてやはり多様でありうる．これはつ
ぎの記述に対応する．

…一国内には多くの階級や利子とか利潤とい
う多くの小道があり，その最下層の階級では
最も危険が多いということに相応して利子は
最も高く，またこの最下層の階級から，富裕
で，かつ支払い能力があるとみられる貿易商
たちの最上層の階級に至るまでの間で，階級
が上がるにつれて利子は下がるようである．
（116 / 訳 136）

　以上から，利潤水準と資本の規模の関係につ
いても解釈される．Prendergast（1991, 428―29）
は，カンティロン体系において（危険に依存す
る部分を割り引くことで）資本の規模に対応す
る報酬についての均等化が認識されていると結
論づける28）．今，各財の市場価格の内在価値へ
の収斂を想定することで確定的な報酬に議論を
限定した（つまり危険に依存する部分を除外し
た）とすれば，それは信用力，すなわち労働の
価値と消費抑制の度合にもとづくものと解釈さ
れる．このとき資本の規模は各貸借契約に応じ
るのであるから，ある規模の資本の相異なる用
途に対して利潤水準が均等化する明確な根拠は
存在しない．しかし，もし信用力と資本の規模
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に何らかの関係が仮定されていたとすれば29），
その均等化は認識されていたとも言える．ただ
し，つぎの 2点に注意されたい．すなわち，こ
の解釈の下では（i）（危険部分を除く）利潤水
準はあくまでも主に労働の価値にもとづくた
め，資本の規模と一定の関係があったとしても
資本に対応する部分と労働に対応する部分とを
区別できず，その点はカンティロンの記述にお
いても明確ではない．また（ii）その資本の規
模に対応する報酬が存在したとしても，それが
どの主体に分配されているかは各貸借契約に応
じて異なり，さらに企業者利潤がその貸借契約
における金利の支払いに影響を及ぼす．
　以上が本稿のカンティロン体系における利潤
解釈であるが，ここで利潤水準の決定およびそ
の主体の問題が依然として残されていることが
明らかになった．カンティロンは利潤水準の決
定に関して具体的な職業上の性質の相違を例に
挙げ，個別的に例証しているにとどまっており，
その原理的な説明を与えていない30）．さらにこ
れを概念上の問題として捉えた場合，問題の原
因は企業者の定義が多様な主体を含んでいる点
に求められる．もしそうだとすれば，学説史上
の「利潤」概念の発展には企業者概念の資本機
能への集約という概念上の操作が必要であった
可能性が示唆される31）．
　そこで次節では，スミスとの比較によって主
にこの点について確かめ，カンティロンを学説
史上に位置づける．

V　学説史上の位置づけ

　カンティロンとスミスではそれぞれが用いる
概念上の共通点が確認され，先行研究において
も多く指摘されている32）．そこで前節までに検
討してきた利潤を中心に，スミスの概念との比
較を行う．
　しばしば指摘されるのは，カンティロンの内
在価値とスミスの「自然価格」である．本稿冒
頭で指摘したように，スミスは資本に対応する

分配としてのスミス的利潤を明確に認識してい
たのであって，それは「自然価格」を地代，賃
金，そしてスミス的利潤から構成されると想定
していたことを意味する．それに対してカン
ティロンの内在価値に利潤が含まれたとして
も，それはあくまでも労働の価値にもとづくの
であって資本との対応については明らかではな
い．したがって，両者はその構成という意味で
異なる概念である．一方で，カンティロンは資
本について企業者の信用力と何らかの関係を認
識していた可能性があり，その意味では利潤形
成の要因の 1つとして想定していたと言える．
もしそうだとすれば，利潤水準の決定に関する
資本の役割についての認識という意味で共通点
が存在する．
　しかし，カンティロン体系において資本の所
有に関する一般的な記述は存在せず，資本に対
応する利潤も労働の価値に一括される場合と土
地の価値に一括される場合（あるいはその組み
合わせ）が考えられる．スミス体系においては
その点に関して，資本を所有しかつその報酬と
してのスミス的利潤が分配される「雇い主」が
想定されている．
　さらに長期均衡価格の枠組で比較することに
よっても，そうした両者の主体の取り扱いに関
する大きな相違点が確かめられる．カンティロ
ンにおいては，そもそも安定した利潤水準を決
定する主体は企業者とは定義されず，したがっ
て各財の市場価格と内在価値の関係が安定的で
あるような経済体系が想定されている場合に
は，企業者は存在しえないことになる33）．もし
そうだとすれば，カンティロンの企業者は長期
状態に関する記述には概念として不適切である
可能性が示唆される．今，内在価値および自然
価格を長期均衡価格と理解し，スミスおよびカ
ンティロン，それぞれの体系においてすべての
財の市場価格と長期均衡価格の一致によって社
会の定常状態が与えられると解釈しよう．スミ
スの定常状態においては雇い主に（自然率にし
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たがう）スミス的利潤が分配されうる．対して，
カンティロンの定常状態においては（雇い主に
対応する）監督に利潤が分配されるかどうかは
明らかではなく，また分配されたとしてもその
利潤は労働の価値によって説明される．一方で，
カンティロンは，ある財の市場価格の内在価値
への収斂は「その消費がかなり恒常的で不変で
ある」場合に生じると記述しているのであって，
企業者を，そうでない財の存在およびその市場
価格と内在価値の関係を説明するための主体と
して記述している，と解釈できる34）．それは，
カンティロンが企業者概念を用いた 1つの根拠
になっていたと見なすことができる．
　以上から，「企業者」概念の資本機能への集
約が経済学説史における「利潤」概念の発展に
関する概念上の条件であった，という予想が導
かれる．たとえばスミスはつぎのように述べる．

完成品を，貨幣なり労働なり他の財貨なりと
交換する場合には，こうした冒険に自分の資
本を危険（hazards）に晒す企業者（undertaker）
に対して，その利潤として，原料の価格と職
人の賃金とを支払うのに足りる以上に何かが
与えられなければならない．（WN, 66 / 訳（I）
82）

スミスのこうした記述は，カンティロンの論じ
ている危険を伴った企業者に対応していると解
釈できる．しかし，これはスミスにおいては，
雇い主に分配されるスミス的利潤を正当化する
ための根拠の一部に過ぎず，その意味で企業者
概念は資本に集約されている．もしそうだとす
れば，カンティロンが分析上で信用力という形
で表現した企業者の多様性をカンティロンの特
徴と見なすこともできる．スミスは，そうした
主体の多様性をむしろ限定的に取り扱うことに
よって長期の状態に関する経済現象の記述をな
したと言える．

VI　結　論

　本稿では，カンティロン体系における利潤概
念の整合的な解釈について検討した．その結果
はつぎの通りである．
　まず（i）利潤を内在価値から構成的に議論
する限りでは，内在価値に利潤が含まれていた
としても，それは主に労働の価値にもとづくも
のとして説明されている．これによって学説史
上における，特に長期均衡の枠組に関して，ス
ミスとの概念上の明確な対比が示唆された．そ
して（ii）ある企業者の利潤水準はその信用力
に応じて決定されるのであり，信用力と資本に
何らかの関係が想定されていたとしても，資本
に対応する「利潤」がどの主体に分配されてい
るかは明示されていない．ここから学説史にお
ける「利潤」概念の発展は，「利潤」の分配さ
れる主体についての分析上の取り扱いという側
面から議論を要請されることが示された．
　カンティロンの利潤の解釈は，カンティロン
体系の理解という意味でも，またその学説史上
の位置づけという意味でも，重要な役割を果た
している．本稿の解釈によれば，先行研究でしば
しば指摘されてきたカンティロンとスミスの一
見類似する記述―特に長期状態に関する―
の相違点を強調して捉えることが可能となる．
　カンティロンの観測していた社会とそこから
構築された体系との間には何らかの関係が存在
していると考えられる．今，1つの研究計画と
して，後者の解釈によって前者の推論を試みた
とすれば，その体系で用いられている概念がど
のような経済現象を分析するのに適切であるか
を問う必要があろう．既に確認されたように，
短期における市場価格と内在価値の乖離は企業
者の所得の構成に反映されている．それは，た
とえば生産費に対する取引価格の不安定性を描
写する概念としての企業者という位置づけを示
唆する．一方で，長期に関する想定において企
業者の所得の構成は明示されておらず，その生
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産性と対応しているかどうかも明らかではな
い．カンティロン体系におけるそうした特徴は
スミスとの比較によって強調される．そのこと
は，カンティロンとスミスの体系としての相違
を意味しており，さらに上の研究計画の立場で
言えばカンティロンからスミスへの経済観の変
化と関係する概念上の条件になっているとも考
えられる．本稿で明らかにしたカンティロンに
おける「利潤」と「内在価値」および「企業者」
の関係―経済分析における富と主体の取り扱
い―は，経済認識の変遷をより広い枠組みか
ら論証する場合にも重要な役割を果たすであろ
う．

金子　創：慶應義塾大学大学院

注

 1）　たとえば Schumpeter　（1954, 557―61 / 訳（中）
334―43）を参照されたい．また古典派における
「資本」概念は賃金の前払いを意味すると考え
られる（cf. 佐藤 2000）．本稿においても，全体
を通じて同様の意味であるとする．

 2）　たとえば Hollander（1987, 80―81 / 訳 97―99）
を参照されたい．

 3）　たとえば Meek（1962, 297）によれば，スミ
ス以前の，特に重農学派における「利潤」の歴
史的な認識はつぎの 3つに分類される．すなわ
ち，粗収入を意味しているか，職業間ないし部
門間に生じる賃金の価格差と見なされるか，あ
る財の販売額と費用の差（譲渡利潤（profit 

upon alienation））である．
 4）　たとえば Hicks（1983）を参照されたい．
 5）　こうした経済学史上におけるカンティロンの
評価は Jevons（1881）によって先鞭をつけられ
た．たとえば Spiegel（1991, 177―78）を参照さ
れたい．またどのような意味で体系的であるか
ということに関する近年の評価については，た
とえばMurphy（2009, 78―92）を参照されたい．

 6）　本稿では，『試論』のテキストとして I. N. E. D. 
版に，また邦訳での引用として概ね津田（1992 a）

によった．その他にも Hennry Higgsによる英訳
（Brewer 2001）も参照している．なお，引用箇
所を示すページ数は（I. N. E. D. / 津田 1992 a）
の順に記すことにする．

 7）　「単純労働」および「高級労働」，あるいはそ
れぞれに対応する分配，「単純賃金」および「高
級賃金」は米田（2005）の用語法による．ただし，
米田（2005, 119）は，「企業者利得は賃金部分（生
計費…）と利潤部分から構成されるが，全体と
して労働者の単純労働とは異なる高級労働の対
価としての高級賃金を意味している」としてお
り，高級賃金の構成要素として「利潤」を想定
している．しかし，高級労働の価値が生活必需
品―土地必要量の 3倍に相当するとして，その
価値の構成要素として「利潤」が含まれるかど
うかについての記述は，少なくても内在価値を
定義している『試論』第 1部第 10, 11章には存
在しない．そこで差し当たり内在価値の定義に
関連しては高級労働の価値の構成について問わ
ず，渡辺（2000, 164）の指摘にしたがって「借
地農業者や親方職人がいまだ労働者として取り
扱われ，その所得が「労働の価値」とされている」
と考える．「利潤」が解釈された後に，再び高
級労働の価値の構成についても解釈される．

 8）　たとえば Aspromourgos（1989, 365; 1996, 81, 
98）などは，内在価値それ自体の定義に関して，
生産費説的な認識と原材料価格からの独立的な
決定過程が混在しており，循環論法に陥ってい
ると主張する．特に，Aspromourgos（1989, 368, 
footnote 14）は，（カンティロンの生産と分配に
ついての分析を研究課題とした場合に）労働 1

単位の再生産に直接または間接に必要な土地の
量が平価によって決定されており，平価が（概
念として）生産や分配の取り扱いに何かを付け
加えることはないと指摘する．それに対して本
稿では，各経済体系に生産技術と分配ルールを
所与とし，それに対応する平価が定まると考え
る．それによってすべての財についての原材料
価格が（土地の量で）表示され，生産費も計算
されることになる．

 9）　バスケットの生産には，生活必需品―土地必
要量の土地 1単位および労働 1単位―単純労
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働あるいは高級労働どちらか―の投入が不可
欠であると仮定する．

10）　今，考えている経済体系においては（第 1部
第 11章の記述に最も則した例として）単純労
働と高級労働が存在して，それぞれの価値が生
活必需品 2単位分と 3単位分に相当すると仮定
したが，一般的には労働は 2種類である必要は
なく，またその価値がどのような値―生活必
需品で表された―に相当すると考えても，そ
のような平価を定める生産技術と分配ルールが
背後で与えられていると考えればよい．

11）　平価はバスケットを媒介として定まる土地と
労働の価値の関係であって，ある財の内在価値
は本質的にはバスケットを単位として測られ
る．したがって，内在価値が土地の量によって
表示される必然性はないが，この点については
本稿において特に問題にしない．ただし，カン
ティロンの内在価値の土地による表示は，研究
史の中でしばしばカンティロン体系を特徴づけ
る試みの 1つとして評価される．たとえば
Brewer（1988; 1992）は，土地のみが唯一の希
少資源というカンティロン体系の前件と結びつ
けて理解している．

12）　カンティロンの内在価値は第一義的には土地
と労働の量の和であるから，土地と労働の価値・
価格が表示されれば生産費を意味していること
になる．本稿においては平価を価値・価格を表
示するための方法として理解する．内在価値の
形式的表現については，たとえば Brems（1978; 

1986, Chapter 1），Brewer（1988; 1992, Chapter 5），
Aspromourgos（1996, Section 6; 1997）などを参
照されたい．

13）　ただし，本稿の解釈の限りでは，各経済体系
に対して異なる平価が定まるのであって，平価
の構成が変化する場合には内在価値の計算自体
が変化しうる．したがって，本稿では「物の内
在価値は決して変動しない」という記述は，各
経済体系において定まった平価に対して「変動
しない」と解釈される．これは Aspromourgos

（1989, 361, footnote 8）の，『試論』において生
産技術の変化が考慮されていないという指摘と
対応する．

14）　カンティロンが地主のみを自立自存であると
想定する理由は，土地の利用，すなわち土地で
生産される財の量や種類が地主に決定されると
考えるからである．「君主と地主たちがもし彼
らの土地を閉ざして，誰にも耕作させないとす
れば，その国の住民の誰もが食料も衣服も持た
なくなることは明らかである．したがって一国
の全住民は地主たちのために耕作される土地生
産物で生存するだけでなく，まさにこの地主た
ちの出費によって生存するのである」（26 / 訳
30）．

15）　この項を通じた解釈において地主は資本の所
有を兼ねており，資本に対応する報酬が存在し
たとすれば地代に含まれる．一方で，地主から
借地農・親方職人への委託によって資本の所有
も移ったと解釈することも可能であり，その場
合は資本に対応する報酬が存在したとすれば高
級賃金に含まれる．しかし，本稿の解釈では分
配ルールの変更によって高級賃金の水準は変化
せず，それにも関わらず高級賃金の構成だけを
変えるというのは解釈上不自然であるため，地
主の所有と解釈した．ただし，いずれで解釈す
るにせよ，その水準の決まり方については依然
として明らかではない．

16）　カンティロンは，上の引用に続いて「…この
主題を複雑にしないために，年々の豊作とか凶
作とかによって不意に生じる市価の変動も，ま
た外国軍やあるいはその他の災害によって生じ
る異常な消費も考慮にいれていない．一国を
もっぱら自然で，かつ一定不変の状態として考
察している」（36 / 訳 44）と述べる．この記述は
「きちんと整った社会」と対応していると解釈
できる．

17）　カンティロンの想定によれば，「もし何人か
の裕福な借地農，親方職人，あるいはその他の
企業者がいて，彼らがその支出と消費を変える
ことがあるとすれば，彼らはいつも貴族や地主
たちを見習う」のであって，社会的需要は地主
の消費行動の変化に主導される．ただし，企業
者が存在する経済における同様の想定の妥当性
に関して，先行研究ではしばしば疑問視されて
いる．たとえば津田（1992 b, 248―49）や米田（2005, 
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第 3章第 3節）を参照されたい．一方，Berdell

（2009）は，カンティロンの想定には階級の流
動性が反映されており，上の記述を正当化する
解釈を提示している．いずれにせよ，今想定さ
れている経済体系は基本的に地主主導の監督経
済であり，またそこから借地農・親方職人が登
場する過程も地主の主導性を前提に単純化され
ている．したがって，ここでの議論では地主の
主導性に伴う解釈上の問題は生じない．

18）　なお，これまでに解釈してきた記述に限れば，
ある財の市場価格と内在価値を乖離せしめる要
因は地主の消費行動の変化のみである．注 17

も参照されたい．
19）　本稿全体を通じて，カンティロンの「きちん
と整った社会」を前提に解釈を展開しているた
め，一般的に企業者の負担する危険は市場価格
が内在価値から乖離することのみによってもた
らされるものとする．注 16も参照されたい．

20）　この「3つの地代」論として知られる（cf. 津
田 1992 b, 247）記述においてはそれぞれの分配
が 3分の 1として説明されているが，続いて
「ヨーロッパの他の諸国にも，一般にこれと同
じ考えがある」（69 / 訳 81）としている．ただし，
それぞれの分配の水準については各経済体系で
異なり，たとえばミラノ公国などでは地代は半
分，中国では 4分の 3以上とされる．その水準
の根拠は必ずしも明らかではないが，生産物価
格は一般的に 3つの部分に分配されると想定さ
れている．

21）　ここでの ‘fonds’ は，津田（1992 a）および
Higgs（Brewer 2001, 82）によってそれぞれ「土地」
および ‘land’ と訳されているが，Brewer（1992, 
57）は ‘funds’ と訳すことがより適切であると主
張している．本稿では，どちらにも対応する解
釈が可能であるため，津田（1992 a）にしたが
い土地と引用した．

22）　「信用力」（credit-worthiness）は Brewer（1992）
の用語法による．Brewer（1992, 58）によれば，
貸しつけられた資本で企業を経営した場合に利
潤水準を決定しているのは信用力である．ただ
し，Brewer解釈において信用力が具体的に何を
意味するかは明らかではない．また，Brewer

（1992, 59）はこうした信用力を，実際に貸借契
約を締結した企業者についての特徴づけとして
捉えている．しかし，それは貸借契約に対する
事前的な情報を意味しており，実際に貸借契約
を締結するかどうかに関わらず企業者が一般的
に所有している情報である点に注意されたい．

23）　前項の議論における，地主は資本を委託した
後でも継続して所有しているという解釈と対応
している．注 15および注 21も参照されたい．

24）　もしこうした解釈が可能ならば，既に資本を
所有している借地農についても，自分自身の信
用力を参照して企業を経営し，分配を決定して
いると解釈できる．注 22も参照されたい．

25）　前者の労働の価値が前節における高級賃金で
あるとすれば，高級労働の価値の構成は生存水
準部分とその差額部分に分けられる．本稿では，
その差額部分と企業者利潤によって利潤が構成
されていると解釈している．注 7も参照された
い．

26）　ここでの「正常価格」（normal price）とは，
ある財の生産費および貸しつけられた資本に対
して金利を支払うに十分な利潤の額からなる．
この場合の生産費は主体の抑制された消費にも
とづき計算されている．それに対して本稿では
予め与えられている労働の価値を一定としてお
り，消費の抑制による生産費の低下とは無関係
に内在価値が定義されていると解釈しているこ
とに注意されたい．また正常価格と内在価値の
関係であるが，Prendergast（1991）はカンティ
ロン体系における資本に対する報酬としての利
潤の解釈について主に議論しており，その興味
は資本額に対する利潤率の均等化に関する記述
の存否に向けられている．そのため内在価値が
長期均衡価格として成立するメカニズムという
点については，特に論点とされていない．本稿
も同様に論点としないが，収斂メカニズムを前
提に市場価格と内在価値が一致した場合の利潤
水準の決定については後に解釈される．カン
ティロンの収斂メカニズムについては，たとえ
ば Hollander（1987, 28―29 / 訳 35―37）の価格―
数量関係における調整過程の指摘を参照された
い．
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27）　本稿第 II節では内在価値の定義について労働
を 2種類として確認したが，より一般的に複数
種類の労働が存在していたとしても同様に定義
されうると考えられる．注 10も参照されたい．

28）　こうした結論は，Prendergast（1991, 426―27）
によれば，　先行する　「国内の利子の相場」　（116 /

訳 136）を所与として，それを支払い可能な企
業者の利潤水準の均等化という意味で導かれて
いる．対して Brewer（1992, 59）は，すべての
企業者が貸しつけられた資本によって企業を経
営すると仮定されていない限りは，そうした結
論は導かれないとしている．しかし本稿の枠組
では，資本を有する借地農であっても（形式的
には）あたかも自分自身と貸借契約を締結して
いるかのように企業を経営すると解釈されてい
るのであるから，そうした仮定によっても同じ
結論が導かれるとは限らないことになる．注
24も参照されたい．

29）　第 2部における帽子製造業者の親方職人およ
びパリの水売り人の例はその例証になってい
る．また Prendergast（1991, 421―22）は労働の
価値との関係という意味においては，つぎの『試
論』の記述を根拠の一部として挙げている．「…
借地農や親方職人が仮に 10人の農夫または職
人の仕事を指揮しているとすれば，農場の大き
さや農場の数や顧客の数によっては，彼らが 20

人の仕事を指揮することもまた確かに可能であ
ろう．しかしこのことが彼らの労働，すなわち
監督の価値を不確かなものにする」（23―24 / 訳
29）．

30）　近年の研究を，こうした問題点に対する解答
と見なすことは可能であるかもしれない．たと
えば Thornton（2007）はカンティロンにおける
内在価値概念を機会費用として解釈している．
そうした解釈は，各経済体系の労働の価値の表
に関して各主体における教育等の機会費用が関
連していることを示唆している．また Berdell

（2009）は企業者に分配される利潤と階級の流
動性を結びつけており，その限りでは土地の所
有との対応を示唆していると言える．

31）　これは，たとえば Brewer（1992）の指摘して
いる利潤に関する解釈上の 2つの問題点と対応

している．Brewer（1992, 58）によれば，利潤
水準を決定する職業上の性質の相違に関する説
明が不完全であって，もしその説明が完全にな
されていたならば，資本は必然的に導入されざ
るをえず，またもし資本が導入されていたとす
れば，土地だけが生産上の制約であるというカ
ンティロンの基本的な観点は修正を要請され
る．

32）　たとえば Brewer（1992, 191―93）を参照され
たい．

33）　これは，たとえば Hébert and Link（1988, 153 /

訳 184）の「企業者は静態的社会においては，
せいぜい消極的な要素である．というのは，そ
こでの企業者の行為は，既に習得された過去の
手順や技術の繰り返しに過ぎないからである．
動態的な世界においてはじめて企業者は生き生
きとした人物像となる」という指摘をより強調
した解釈と言える（cf. 米田 2005, 132―33）．

34）　これは，たとえば津田（1992 b）や米田（1993; 

2005）の企業者についての体系と現実の「二重
の規定」を，定常状態と非定常状態によって対
応づけている．
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The purpose of this article is to reinterpret Rich-
ard Cantillon’s concept of “profit” described in 
his Essai sur la nature du commerce en général 
（1755）. It examines the conceptual relation be-
tween profit and Cantillon’s two notions “intrin-
sic value” and “entrepreneur.”
　 By examining Prendergast’s （1991） two 
possible interpretations of the relation of profit 
with the intrinsic value of a commodity and 
Brewer’s （1992） discussion of entrepreneurs’ 
credit-worthiness, it is shown that Cantillon’s 
profit interpreted by Prendergast is constructed 
of certain and uncertain parts. Certain part of the 
profit accruing to a commodity producer is the 
difference between the producer’s labor value 
and subsistence level, and uncertain part, which 
characterizes the producer as an entrepreneur, is 
the balance between the sales price and the in-
trinsic value of a commodity.
　 This construction enables us to interpret 

Cantillon’s profit with reference to entrepre-
neurs’ labor value and to provide restrictive defi-
nitions of Cantillon’s notions of intrinsic value 
and entrepreneur.
　 These restrictive definitions, which take into 
consideration the idea of long-run equilibrium 
price, indicate that Cantillon’s notions of intrin-
sic value and entrepreneur differ from Adam 
Smith’s versions of “natural price” and “employ-
er,” respectively. It is shown that the state where-
in the price of each commodity equalizes with 
its intrinsic value and the existence of an entre-
preneur receiving uncertain profit are conceptu-
ally incompatible in economies in Cantillon’s ar-
gument.
　 Our interpretations represent an explanation 
for the conceptual change of profit from Cantil-
lon to Smith.

JEL classification numbers: B11, B31.
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